
を下記のとおり提案する。

平成30年度事業計画(案)

平成 30年 4月 1日~平成 31年 3月 31日までの活動(案)

(1)理事会及び総会の開催、交流会の実施

( 2 )第 10回わたしのサンゴ礁イメージ展の実施

( 3)サンゴ礁ウィーク 2019の実施

(4)サワジアラムコ沖縄サンゴ礁保全活動支援基金助成事業

( 5 )ジュニアサンゴ、レンジャー事業

( 6 )那覇空港写真展

(7)ホームページの維持管理

，( 8)後援、共催、協賛

( 9) 出版事業

(10)その他活動に必要な事項

・広報資料等の作成

表:平成 30年度事業計画
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・広報資料等の作成
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※事業計画については、変更になる場合がある。
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第4号膿案平成30年度収支予算(案)

平成 30年4月 1日~平成 31年 3月 31日までの予算(案)は下記のとおり提案します。

歳入 項 目 29年度決算 30年度予算 備考

寄付金収入合計 148.310 200.000 
沖環科 (14，000) 

洋服ポスト (134，310) 

アラムコ寄付 5，405，500 アラムコ沖縄サンゴ礁保全活動支援基金

助成金 。 。
受取利息合計 76 70 

一般会計 (23) (20) 
サウジアラムコ沖縄サンゴ礁保全活動支援基金 (32) (30) 

アラムコ沖縄サンゴ礁保全活動支援基金 (21) (20) 
雑収入 4，460 。
サウジアラムコ沖縄サンゴ礁保全活動支援基金 (4，460) 

前期繰越金合計 15，103，233 13，041，198 
一般会計 (1，081，515) (3，587，883) 

サウジアラムコ沖縄サンゴ、礁保全活動支援基金 (14，021，718) (4，647，794) 

アラムコ沖縄サンゴ礁保全活動支援基金 (4，805，521) 
アラムコ基金外貨口座 $13.40 $13.40 

d固』 百十
20，661，579 13，241，268 

$13.40 $13.40 
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歳出 項目 29年度決算 30年度予算 備考

アラムコ助成事業 4，378，416 3，710，000 サウジアラムコ沖縄サンゴ篠保全活動支援基金

助成金 (2，435，923) (3，000，000) 
助成金(未払金) (1，720，000) 

助成発表旅費 (150，000) 
活動費(振込手数料など) (5，184) (10，000) 

毎日メデ、ィアカフェ旅費 (187，309) 
毎日メディアカフェ謝金 (30，000) 

丸の内キッズジャンボ、リー旅費 (500，000) 
丸の内キッズ、ジャンボ、リー謝金 (50，000) 

ジュニアサンゴレンジャー事業 o 1，010，000 アラムコ沖縄サンゴ礁保全活動支援基金
ジュニアサンゴレンジャー支援 (500，000) 

JSR助成金(未払金)
ジュニアサンゴレンジャー旅費 (500，000) 

活動費(振込手数料など) (10，000) 
|事業費 1.421.566 2.265.000 

那覇空港写真展 (98，340) (100，000) 
イメージ展 (40，000) (40，000) 

広報資料作成 (50，490) (200，000) 
サンゴ、礁ウィーク (1，156，481) (1， 700，000) 沖縄タイムスへの広告費50万円含

サンゴ礁ワィーク実行委員会旅費 (58，943) (200，000) 

振込手数料 (12，312) (20，000) 
その他 (5，000) (5，000) 

一般会計費 1，820.399 3，59Q，001) 
2.会議費 31.448 80.000 
3.消耗品費 O 50.000 
4.旅費交通費 425.583 550.000 

理事会 (195，133) (250，000) 
委員会 (0) (5Q，OOO) 

審査会 (90，780) (50，000) 
その他 (139，670) (200，000) 

5.謝金等 (0) 50.000 
6.通信費 19，848 180，000 
7.雑費 O 10.000 
8.委託費 1.343.520 2.670.000 

沖環科 (414，720) (420，000) アフムコ助成事業

キュリオス沖縄 (632，880) (650，000) サンゴ礁ウィーク

NPO法人化 (500，000) 
ジュニアサンゴレンジャー (295，920) (600，000) 

出版物作成 (500，000) 
次期繰越金 13，041，198 2.666.268 

一般会計 (3，587，883) 一(2，067，097)
サウジアラムコ沖縄サンゴ礁保全活動支援基金 (4，647，794) (937，824) 一般会計へ50万円

アラムコ沖縄サンゴ礁保全活動支援基金 (4，805，521) (3，795，541) 一般会計へ160万円

アフムコ基金外貨口座 $J3.40 $13.40 

dロ!o. 官十
20，661，579 13，241，268 

$13.40 $13.40 
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沖縄県サンゴ礁保全推進協議会

会員の皆様

沖縄県サンゴ礁保全推進協議会

中野義勝

交流会の活動報告募集

沖縄県サンゴ礁保全推進協議会では、会員相互の連携を深めるため、今年も

交流会を実施します。現在 145名(平成 30年 4月 26日時点)の会員が在籍し

ておりますが、それぞれの団体・個人が「どこで、どのような活動をしている

のか ?Jということが会員同士で十分に共有できていない、またはそのような

情報共有の機会がないと感じております。

そのため、交流会で日頃、皆様が地域で行っているサンゴ礁保全活動につい

て報告しあい、それぞれの会員がどんな活動をしているのかを知るきっかけを

つくりたいと思います。

つきましては、下記のとおり、交流会の活動報告を募集します。

『

H
』

==ロ

【開催日時】平成 30年 7月8日(日)15: 00""16 : 30 ※第 11回総会の後

【 会場 】未定

【募集内容】 ・交流会での活動報告 2題(先着順)

(日頃よ会員等が行っている活動についての報告)

(2題の活動報告が決定した時点で募集を締め切ります)

・報告時間 1団体あたり 10分 (5分発表、 5分意見交換)

-発表形式は定めません。パワーポイント、配付資料、口頭発

表などを用いて発表してください。

(当日は、スクリーン、プロジェクタ一、 PCは事務局が準備します)

・その他(配布資料があれば、各自で印刷し準備すること)

【申し込み方法】別添の様式 1を記入し、事務局までメールで提出して下さい。

送付先:cora I reef@okikanka. or. j P 

問い合わせ先:098-866-2243 (津波)



(案)

沖縄県サンゴ礁保全推進協議会 一 交流会

【開催日時】平成 30年 7月8日(日)15: 00--16 : 30 

【 会場 】未定

【 目的 】協議会の会員相互の連携を深めるため、平成 28年度サウジアラ

【プログラム】

ムコ沖縄サンゴ礁保全活動支援助成事業に採択された事業につ

いて報告する機会を設け、会員同士がどんな活動をしているの

かを知るきっかけを作る。

①平成 28年度助成採択事業の報告 15:00--15:45 (1題)

②会員による活動報告 16:00--16:20 (2題)

参加者より 5分程度、普段どのような形でサンゴ礁保全に関わってい

るかについて報告していただく。

③意見交換 16:20"'16:30 


