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一般財団法人台湾協会(以下「当協会」という。)の２０２１年度（２０２１年４月１日か

ら２０２２年３月３１日まで)事業及び収支決算に関し、次の通り報告する。 

 

Ⅰ．２０２１（令和３）年 度 事 業 報 告  

 

当協会は、日本と台湾の交流親善・相互理解・共栄を目指し、目的諸事業について内容

の一層の充実を図るべく、積極的に取組んでいる。 

昨年度に引き続き、本年度も新型コロナウィルス感染拡大の影響を受け、多くの活動が

中止または延期を余儀なくされ、各種会議もオンラインを併用して開催した。 

本年度に実施した事業の主なものは次の通りである。 

 

１. 日台間の相互理解の促進 

(1) 講演会等の開催 

① 大阪での講演会 

２０２２年２月６日、難波市民学習センターにて江口克彦氏講師による「李登

輝元総統と松下幸之助」をテーマに講演会を開催、出席者は約 40 名にて、協会

報２０２２年３月号に講演内容を掲載した。 

② 台湾寄席オンライン収録 

台湾寄席は今年で 10 年目を迎えたが、今回もコロナ禍で日台間の往来が困難

になったことから、台湾での公演に替えて、１１月２６日に豊島区雑司ヶ谷の

本浄寺知足庵にて一龍齋貞弥さん、柳亭一弥さんのご協力いただいて収録を行

い、１２月１５日に台湾に向けて動画配信を行った。協会報１２月号に関係記

事を掲載した。 

(2) 交流会の開催 

① 交礼台湾の会 

  ９月１８日にホテルメトロポリタンエドモントで開催を予定していたが、７

月、８月は新型コロナ患者が急増したため参加者の安全を考え延期することとな

った。その後も政府による緊急事態宣言が発令されたことから、本年度は中止す

ることとなった。 

(3) 各地台湾の会 

例年、静岡（5 月）、東京（6 月）、熊本（6 月）、鹿児島（10 月）、大阪（1２ 

月）、沖縄（2 月）の各地の台湾の会が開催されるが、本年度も新型コロナウィル

ス感染拡大防止のため相次いで中止となった。 

(4) その他の会        (名 称)        (開 催 地)  (出 席 役 員) 

２０２１年４月１２日(月) 台湾記憶彫刻展    いりや画廊     小椋理事長 

２０２１年４月２０日(火) 代表処懇談会     代表処       小椋理事長 

２０２１年５月２４日(月) 日本台湾親善協会総会 オンライン     小椋理事長 
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２０２１年５月２９日(土) 日本台湾学会     オンライン      河原参与 

２０２１年６月６日(日)  塩月桃甫試写会      大手町サンケイプラザ  小椋理事長 

２０２１年６月２５日(金) 楊三郎展       銀座泰明画廊     小椋理事長 

２０２１年７月 ３日(土) 天理台湾学会     オンライン      河原参与 

２０２１年７月 ９日(金) 謝長延代表表敬    代表処         小椋理事長 

２０２１年８月１５日(日) 東京都戦没者追悼式  東京都庁        小椋理事長 

２０２２年１月２２日(土) 東京華僑総会     東京華僑会館       小椋理事長 

２０２２年２月１９日(土) 東京台湾の会新年会  池袋ＹＲホール      小椋理事長 

(5) 台湾連絡所               (名 称)           (開催地)    (出席者) 

    ２０２１年５月８日 嘉南大訓機工百周年記念文化交流 八田與一記念公園 山本所長 

    ２０２１年９月２６日 廣枝音右衛門慰霊祭         新竹     山本所長 

     ２０２１年１０月２２日 台湾大学日本研究中心国際シンポ オンライン   山本所長 

     ２０２１年１１月２１日 バシー海峡慰霊祭              屏東県潮音寺  山本所長 

２０２２年３月６日 311 謝謝台湾 2022 年イベント       淡水老街広場   山本所長 

２．学術及び文化の振興を目的とする事業 

 (1) 台湾関係図書・資料の管理 

    台湾関係図書、地図、写真等諸資料の充実を図り、一般研究者および会員の活用

の利便性向上に努めた。   

３．慰霊法要 

 (1) 日本における慰霊法要 

  ① 台湾関係邦人物故者追悼法要 

     １０月２日、台湾関係邦人物故者の第５９回追悼法要を築地本願寺において斎

行し、関係者３２名が参加して、現地において活躍された先人の遺徳を偲び、物故

された方々の冥福を祈った。法要に先立ち、２名の合祀者のお名前を法名紙に明記

し本堂内陣に奉献した。協会報１０月号に関係記事を掲載した。 

  ② 奥多摩台湾出身戦没者追悼法要 

    １１月２４日、奥多摩を見下ろす台湾出身戦没者慰霊碑・慰霊塔の前で追悼法要

を斎行した。当協会関係者、共催団体である日本李登輝友の会並びに東京台湾の会

の関係者など総勢 19 名が参列し行われ、協会報 12 月号に関係記事を掲載した。 

 (2) 台湾における慰霊祭 

    ① 台湾における日本人物故者慰霊祭 

      第６０回日本人物故者慰霊祭は、台湾日本人会の主催、公益財団法人日本台

湾交流協会の支援のもと、台北及び台中地区は１１月１５日（月）台中宝覚禅

寺で、高雄地区は１７日（水）高雄市第四公墓納骨堂（懐恩宝塔）で執り行わ

れた。今回はコロナ問題による規模の縮小のため、台湾日本人会からの要請に

基づき協会からの参列は取りやめ香典と生花のみをお供えした。 

② バシー海峡戦没者慰霊祭 
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      １１月２１日（日）、バシー海峡戦没者慰霊祭実行委員会主催、台湾協会共

催のもと、潮音寺において５７名が参加して執り行われ、当協会からは山本台

湾連絡所長が参列した。協会報１２月号に関係記事を掲載した。 

４．協会報の発行 

  毎月１回定期的に発行し、当協会の活動状況、会員の消息、関係諸団体の活動状況、

台湾関係記事等を掲載し、会員及び関係各方面に配布して連絡・広報に努めた。      

発行号数は、２０２２年３月号で８０９号に達した。 

５．ＩＴ化の推進 

  協会ホームページの改善と協会公式 Facebook の開設等を通してＩＴ化を推進した。

各行事の掲載や動画配信により、協会の活動を広く情報発信し、「協会の見える化」に

努めた。 

６．福祉事業等 

 (1) 高齢会員へのお祝い贈呈 

   ２０２２年１月１日現在で数え年１００歳の会員 5 名、８８歳の会員１5 名の方々

にお祝金を贈呈した。 

 (2) 逝去会員への弔問 

   会員の逝去に際しては、お供物を差し上げると共にその旨を協会報に掲載した。 

７．事務所移転 

     当協会は収支均衡を目的とした経費削減の一環として事務所を新宿区から文京区に

移転し、２０２２年 3 月 7 日から新事務所で業務を開始した。 

８．評議員会・理事会等 

 (1) 評議員会 

   (実施月日)    (開催場所)           (主 要 議 事) 

  ６月１８日     大手町サンケイ        ２０２０年度決算案承認 

  ７月１８日     リファレンス西新宿      役員任免にあたる事項の有無 

  ９月１１日     アカデミー文京        監査調査報告への対応 

  １月３１日     書面開催           定款第 2 条第 1 項の変更 

 (2) 役員等候補選定委員会 

   (実施月日)    (開催場所)           (主 要 議 事) 

  ３月２６日     当協会会議室         次期役員の選定について 

(3) 理事会 

   (実施月日)    (開催場所)           (主 要 議 事) 

    ５月２９日(土)  協会会議室、オンライン   ２０２０年度、決算案他 

    ６月２４日(木)  書面開催          ２０２０年度計算書類等承認 

    ７月１１日(土)  協会会議室、オンライン   ２０２１年度実行予算案 

    ８月２９日(日)  協会会議室、オンライン   修正実行予算案の承認他 

   １０月１４日(木)  オンライン         事務所移転に関する承認 
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   １２月１８日(土)  オンライン         業務執行報告他 

   １月１２日(水)  オンライン         事務所内装工事業者選定他 

    ２月１４日(月)  書面開催          事務所移転先、移転日決議 

    ３月１９日(土)  アカデミー文京学習室    ２０２２年度予算案他 

９．個別委員会 

   従来からある企画員会、情報化委員会、編集委員会、資産管理委員会に加え、８月

２９日の理事会において協会活動強化の一環として新たに行事委員会、事務所移転委

員会を設け、各委員会は理事会の下部組織として活動することが承認された。各委員

会のメンバー及び主要議事は以下の通りである。 

 (1)企画委員会 

   委員長：小椋和平（理事長） 

   委 員：全理事 

    (実施月日)     (開催場所)        (主 要 議 事) 

    ４月２４日(土)   オンライン  事業報告、春の行事、代表処との情報交換 

    ６月２６日(土)   協会会議室  評議員会の指摘事項、今後の運営方針 

    ８月２１日(土)   協会会議室  新規会員勧誘方針 

    ２月２６日(土)   オンライン  役員改選、今期の予算実績の見通り 

 (2)編集委員会 

   委員長：小椋和平（理事長） 

   編集長：河原 功 

   委 員：株木博（専務理事)、岡部千枝、北田貴義、坂井優、冨澤賢公、森美根子

（各理事） 

   (実施月日)    (開催場所)           (主 要 議 事) 

   毎月 27 日前後  オンライン     協会報の編集方針、翌月号の記事内容の 

確認、その他執筆者の発掘など。 

 (3)情報化委員会 

   委員長：株木博（専務理事） 

   委 員：小椋和平（理事長）、坂井優、岡部千枝、北田貴義（各理事） 

         (実施月日)    (開催場所)         (主 要 議 事) 

    １１月２２日(月)  オンライン         台湾寄席収録 

 (4) 資産管理委員 

   委員長：小椋和平（理事長） 

   委 員：清水和也（会長）、株木博（専務理事）、高寛(常務理事)、坂井優（理事） 

         (実施月日)     (開催場所)         (主 要 議 事) 

      ８月 ６日(金)    オンライン         投資案件のすり合わせ 

   １０月１３日(水)    オンライン         有価証券の購入について 

   １２月 ７日(火)    オンライン         有価証券の購入について 
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(6) 事務所移転委員会 

委員長：小椋和平(理事長) 

委 員：株木博（専務理事）、片木裕一(常務理事)、冨澤賢公(理事) 

 

     (実施月日)       (開催場所)         (主 要 議 事) 

９月２５日(土)    オンライン   候補物件の絞り込み、移転業務洗出し

１０月 ４日(月)    東京都内    候補物件現地下見 

１月１０日(月)    オンライン   新事務所内装工事業者選定 

   

１0．その他 

 (1) 会員入退会者数（２０２１年４月１日～２０２２年３月３１日） 

    入  会  ３０ 名 

    退  会  ７０ 名 退会者内訳 死亡   ２７名 

                     体調不良 １２名 

                     その他  ３１名 

 (2) 当協会会員数 

    ２０２２年３月３１日現在の会員数６６３名（前年３月末  ７０３名） 

          在日本会員数  ５８２名（前年３月末  ６２３名） 

          在台湾会員数   ８１名（前年３月末   ８０名） 

 (3) 評議員、理事、監事 

  ２０２２年３月３１日現在の評議員及び理事・監事は下記の通りである。 

  評議員会会長 池田  維 

   評 議 員 金子 展也  清水  裕  凃 世 俊  

        中谷健一郎  八田 修一  林  雅行   

        廣瀬  權  藤原 慶子  松澤 寛文   

  代表理事     清水 一也   

  代表理事理事長  小椋 和平   

   専務理事    株木  博   

   常務理事    片木 裕一  髙   寛   

   理  事     岡部 千枝  北田 貴義  坂井  優   

           冨澤 賢公  森 美根子   

   監  事    小泉 雄嗣  近藤 和雄  生井 麻里 
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          事業報告の附属明細書 

 

 

 ２０２１（令和３）年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に

関する法律施行規則」第３４条第３項に規定する附属明細書「事業報告の内容

を補足する重要な事項」が存在しないので作成しない。 

 

                    一般財団法人台湾協会 


