
平成 30年度事業報告について 

                        

特定非営利活動法人 

日本モンゴル文化経済交流協会 

 

１ 事業期間  平成 30年 4月 1日～平成 31年 3月 31日 

 

２ 事業経緯 

本協会は、1991 年 4 月任意団体として設立して以来、草の根の事業活動

を行ってきました。そういう中、同ビルに事務所を構え協力関係にあった

任意団体の「日本モンゴル関西友好協会」は 2009 年 11 月 20 日に「特定

非営利活動法人日本モンゴル関西友好協会」として法人化し活動をはじめ

ました。現況においては、日本とモンゴル国との関係は、年々文化面を中

心とした様々な分野の交流活動が関西に留まることなく広がりをみせて

います。本協会は、今後の両国の情勢を見据えた事業活動を推進し、組織

強化を図るため、本年 10 月 10 日に特定非営利活動法人日本モンゴル関

西友好協会（会長 中岡博仁）と統合し、新たに団体名を「特定非営利活

動法人日本モンゴル文化経済交流協会」と名称を改め、引き続きモンゴル

国の研修生及び留学生の受入れ、文化交流、国際交流団などの支援活動及

び民間交流活動を通じて、日本とモンゴルとの友好関係をより一層深める

活動を展開し、両国の発展の為に寄与する活動を展開しています。 

 

３ 交流事業活動 

① ウブルハンガイ県知事ご一行来日（岡山県勝央町） 

平成 30年 2月 19日～2月 23日の間、岡山県勝田郡勝央町との友好交

流のためモンゴル国ウブルハンガイ県知事ご一行 6名が来日、その支

援活動にあたる。その後在大阪モンゴル国総領事館を訪問、大阪視察

の同行支援をする。 

 

② 旧正月祝事ツァガーンサルの開催 

平成 30年 2月 25日、大阪市浪速区のタワーマンションにおいて、モ

ンゴル国総領事館主催による旧正月の祝宴が開催され、在日モンゴル

人・留学生・モンゴル関係団体・モンゴル人力士など延べ 100名程が

参加し賑々しく開催されました。 

 

③ 関空旅博出展 

平成 30年 5月 19日～5月 20日の 2日間、関西国際空港主催の「関空

旅博」にモンゴル国総領事館と本協会が合同出店し、その支援協力の

ため領事館スタッフと共にモンゴル国のアピール活動に従事しまし

た。会場には、大使館・領事館・航空会社・観光旅行会社・その他企



業団体等 165ブースが出店し、メインステージでは「ゆるキャラ」も

参加して、音楽・ゲームなど色んな催しものが開催されました。本協

会も馬頭琴演奏や佐藤会長がモンゴル国を紹介する講演を行いまし

た。 

 

④ ノモンハン事件戦没者慰霊訪蒙団派遣 

平成 30年 7月 23日～8月 4日の間、京都・聖護院の宮城泰年門主（本

協会顧問）佐藤会長以下 17名は、慰霊の地ハルハ・ゴル村において、

平成 13年、日、旧ソ・モンゴル 3国の有志で建立した「不戦の戦い」

の銘碑を訪れ、現地人と共に慰霊法要を勤め戦場巡拝を行いました。 

 

⑤ 東大阪市役所モンゴル展の開催 

平成 30年 9月 10日～9月 14日の間、東大阪市役所主催の多文化理解

講座への協力依頼を受け、市役所内 1 階ホールにて、ゲルを設置し、

モンゴル国の写真や絵画などのパネル展示やモンゴル国の民族衣装・

フェルト商品を展示し、又講演会場では、馬頭琴・リンベ等のモンゴ

ル楽器を使っての演奏やホーミーを歌い、又佐藤会長がモンゴル国の

魅力について講演しました。会場へは、日々多くの観客が訪れてモン

ゴル国の文化と触れ合っていました。 

 

⑥ ノモンハンに関する説明会の実施 

平成 30年 9月 16日、モンゴル国総領事館において、今年 7月のノモ

ンハン慰霊に伴いノモンハンの正しい認識と見解につき、ノモンハン

に関しての第一人者である一橋大学の名誉教授田中克彦先生から説

明を受けました。説明会には、本協会員、総領事館、関係団体 20名が

参加しました。 

 

⑦ 臨時総会パーティーの実施 

平成 30年 11月 7日、ホテル日航大阪において、新規会員の入会と大

幅な役員改選に伴う臨時総会パーティーを開催しました。総会及びパ

ーティーには地方自治体関係者・関係諸団体・新規会員など 50名が出

席し、パーティー会場においては、馬頭琴演奏が披露されるなど和や

かな雰囲気の中、新規会員との懇親を交えての組織強化が図られまし

た。 

 

⑧ モンゴル秋祭り（ナマリーンバヤル）の開催 

平成 30 年 11 月 10 日、大阪市西区靭公園東園広場において、ナマリ

ーンバヤル実行委員会主催「草原の風モンゴル祭大阪 2018」が盛大に

開催されました。会場には、在日モンゴル人、研修生、留学生、団体

関係者、地域住民など多く来場しモンゴル国の伝統文化や民族文化歌

舞・子供コンサート・モンゴル相撲。日本の伝統芸術などが披露され

モンゴル国文化と日本文化がコラボし賑々しく行われました。又別会



場においてモンゴル国の人気 3人組音楽グループ「VOICE」のコンサー

トが開催され、訪れた観客を魅了しました。 

 

⑨ モンゴル国政府要人ご一行来日に伴う歓迎会及び表彰式等の開催 

    ・平成 31 年 1 月 17 日～18 日神戸市内の HAT 神戸他で開催された阪神

大震災の追悼セレモニー及び「ひょうご安全の日のつどい」「国際復

興フォーラム」へ、当初はエンフトブシン副首相が臨席される予定で

したが、急遽国内事情にて断念、よってモンゴル国からは、 

アリウンブヤン非常事態庁副長官 

オヤンガ バトドルガ大統領顧問 

サヤナ エンフトブシン副首相顧問 

ナサンバト ダルハンオール県知事 

ガンボルド フブスグル県知事 

の政府要人ご一行が来日し式典に参加、引き続いて兵庫県の「人と防

災未来センター」・「災害対策センター」等を視察され防災等に関する

意見交換が行われました。 

・この来日に伴い、式典前日の 1 月 16 日、ニューオオタニ大阪におい

て、本協会及びモンゴル総領事館との共催により、大阪商工会議所、

関西経済連合会などの経済団体との朝食ミーティングを実施し、午後

においては、堺市、東大阪市、泉大津市との昼食ミーティングを実施

し、今後において友好関係を推進する意見交換が行われました。また、

ミーティング後は、滋賀県三日月知事（琵琶湖）とフブスグル県ガン

ボルド知事（フブスブルグ湖）の間で湖を軸とした友好関係の確認書

が締結されました。 

  この一連の行事の後、ご一行の歓迎の意を込め本協会会員・各関係団

体の出席を得て、モンゴル国総領事館の総領事及び領事・スタッフを

招待の上、歓迎パーティーを開催し、馬頭琴演奏を交えて懇親を図り 

ました。 

・また、パーティー会場（ニューオオタニ大阪プリムローズ）において、

モンゴル国名誉領事館の誘致開設に引き続いて経済的にも支援し、今

回の総領事館存続にも大きく貢献された本協会の名誉顧問安原治氏

に対してモンゴル国最高位のアルタンガダス勲章（北極星勲章）が授

与されました。 

  

     

４ 組織活動 

本会の基盤拡充に向けて、個人及び企業に積極的に働きかけ会員拡大活動



に取り組む。 

 

５ 総会の開催状況 

 

 〇総会の実施 

 

① 定款変更に伴う臨時総会の実施 

日時 平成 30年 5月 8日 

場所 大阪市中央区博労町 1-4-10エステート博労町ビル 3階事務所 

    出席正会員数  7名  正会員総数10名 （書面及び委任表決なし） 

  議事 

・ 定款変更について 定款「第 52条公告」の変更 

変更前…この法人の公告は、官報により行う。 

   のところを 

変更後…この法人の公告は、官報により行う。ただし法第 28条の 2第

1 項に規定する貸借対照表の公告については、内閣府 NPO 法

人ポータルサイトに掲載して行う。 

に変更する。 

 

以上の議案については、全員異議なくこれを承認し、本案はすべて原案ど

おり可決された。 

 

② 平成 30年度通常総会の実施 

  日時 平成 30年 6月 12日 

場所 大阪市中央区博労町 1-4-10エステート博労町ビル 3階事務所 

    出席正会員数  7名 正会員総数 10名 （書面及び委任表決なし） 

   議事 

・議案第 1号 平成 29年度事業報告について 

・議案第 2号 平成 29年度決算報告について 

 

報告事項 

・平成 30年度事業計画について 

・平成 30年度予算について 

 

以上の議案については、全員異議なくこれを承認し、本案はすべて原案ど

おり可決された。 

 

 

③ 新役員選任に伴う臨時総会の開催 

日時 平成 30年 11月 7日 午後 6時 30分～午後 7時 00分 

場所 大阪市中央区西心斎橋 1丁目 3-3 



                   ホテル日航大阪 4階「孔雀の間」 

出席正会員数  18名 正会員総数 24名 （書面及び委任表決なし） 

   議事 

・議案第１号  

◇増員にともなう新役員選任について 

理事 7名・監事 1名を増員することとし下記の通り新役員を選任した。 

 （任期 : 本日～来年 6月 30日）(順不同・敬称略) 

 

  理事  洲濱純一  浅井猛雅  大池晧二  奥下剛光 

黒田和博  鈴木重雄  土生雅俊 

 

 監事  細谷卓爾 

 

・議案第 2号 

◇会長の選任について 

役員増員による改組に伴い 

現会長 中岡 博仁 から 新会長 佐藤 紀子 を選任し、被選任者

は、就任を承諾した。 

 

報告事項 

◇モンゴル秋祭り（ナマリーンバヤル）開催 

  ・日時 平成 30年 11月 10日（土）午前 10時 30分～午後 4時 00分の間 

  ・場所 大阪市西区 靭公園東園広場 

 

◇モンゴル国エンフトブシン副首相御一行来阪（予定） 

  ・平成 31年 1月 17日、神戸市内で開催される 

  「阪神大震災慰霊のセレモニー」にご臨席予定 

 

以上の議案については、全員異議なくこれを承認し、本案はすべて原案どおり

可決された。 

 

6 理事会の開催状況 

① 第 1回理事会 

・日時 平成 30年 4月 4日 

・場所 大阪市中央区博労町 1-4-10エステーと博労町ビル 3階事務所 

  議案 

   ◇定款変更に伴う臨時総会の開催について協議 

   ◇平成 30年度通常総会の開催について協議 



   ◇平成 29年度事業報告及び決算報告について協議 

   ◇平成 30年度事業計画及び予算について協議 

 

② 第 2回理事会 

・日時 平成 30年 9月 12日 

・場所 大阪市中央区博労町 1-4-10エステーと博労町ビル 3階事務所 

議案 

 ◇新役員増員に伴う臨時総会の開催について協議 

 ◇増員に伴う新役員の選任について協議 

 ◇会長の選任ついて協議 

③ 第 3回理事会 

   ・日時 平成 30年 11月 7日 

・大阪市中央区西心斎橋 1丁目 3-3ホテル日航大阪「孔雀の間」 

 議案 

   ◇増員に伴う新役員選任について協議 

   ◇会長の選任について協議 

 

報告事項 

  ◇モンゴル秋祭り（ナマリーンバヤル）の開催 

  ◇モンゴル国エンフトブシン副首相ご一行の来阪（予定） 

   

 


