
京都コンピューターシステム事業協同組合（KCA）

第２８回 通常総会
2021（令和3）年 5月 20日（木） 15時 00分 開始

ーーー 総会次第 ーーー

１ 開会の辞

２ 理事長挨拶

３ 議長選出

４ 議事

５ 閉会の辞

Facebook

KCAのHP
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京都府中小企業団体中央会 課長 門 大輔 様
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公益財団法人京都高度技術研究所 研究開発本部 ICT研究開発部 部長 横田 吏司 様

一般社団法人京都府情報産業協会 会長 長谷川 亘 様

京都商工会議所 中小企業支援部副部長・ビジネスサポート事務長 外池 順一 様

経済産業省 近畿経済産業局 次世代産業・情報政策課 課長 黒木 啓良 様

税理士法人Ｔ・Ｙパートナーズ 税理士 吉原 哲也 様
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第１号議案



5第１号議案：令和２年度 事業報告（1/16）
以下の４事業を基本方針で進めます。と宣言しました。（2020年5月）
～前期の通常総会時の第3号議案より抜粋～

●理念
「地場のITは地場のIT企業が担う。守る。」の理念は継続します。

●事業の方向性
「内から外へ※」をキャッチコピーに、以下の目的で活動します。

※各社の社内→外（KCA）へ、KCA内→KCAの外へ、の2つの意味があります。

●事業の目的
１.地元・京都におけるKCAの認知度を上げ、会員企業のPR・受注機会の拡大に

繋げます。

２.KCA内において、経営者層・中堅社員層・新入社員層など、多層的な交流の機会
を設け、企業の枠を超えた「横のつながり」が、各社の課題解決・付加価値向上
に繋がるようにします。



6第１号議案：令和２年度 事業報告（2/16）
＜事業の目的１＞

地元・京都におけるKCAの認知度を上げ、会員企業のPR・受注機会の拡大 (共同受注事業、市場開拓事業、調査研究事業)

1-1.ICT利活用セミナー・案件相談会の実施

計画：（公財）京都産業２１様、京都商工会議所様などにご協力頂き、地元企業向けセミナーや案件相談会を開催。
年２回予定。オンラインによる開催も含めて検討。

実績：

①「生産性向上のためのICT（AI／IoT）利活用セミナー（オンライン開催）」
日時：2020年7月3日（金）13：30～16：10 
主催：公益財団法人京都産業21様 共催：KCA
ソリューション紹介企業：㈱システム創見、㈱日本電算機標準、エイジシステム㈱、京なか㈱
https://kyoto-jisedaip.jp/support/sharing2020-1/

②「AI活用トライアルワークショップ（オンライン開催）」
日時：2020年9月16日（金）13:30 ～ 16:50
主催：一般社団法人京都知恵産業創造の森 共催：KCA
ワークショップ参加企業：エイジシステム㈱、㈱アルバス、システムプロデュース㈱、京なか㈱
https://chiemori.jp/smart/event/2020%E5%B9%B4%E5%BA%A6/ai_iot20200916.html

https://kyoto-jisedaip.jp/support/sharing2020-1/
https://chiemori.jp/smart/event/2020%E5%B9%B4%E5%BA%A6/ai_iot20200916.html


7第１号議案：令和２年度 事業報告（3/16）
③「SOCIETY5.0とWITHコロナの時代に向けたものづくり系中小企業のためのIT・IOT活用

セミナー（オンライン開催）」
日時：2020年10月28日（水）13:30～16:30
主催：公益財団法人京都産業２１ 北部支援センター様
ソリューション紹介企業：ジック㈱、エイジシステム㈱、㈱システム創見、京なか㈱、 ㈱ピーパルシード

https://www.ki21.jp/hokubu/kenshu/r2/itsemina/R2ITsemina2.pdf

④「第3回AI・IoT・ロボット導入による生産性向上支援セミナー」
日時：2021年2月8日（月）14：00～17：00
主催：交易財団法人関西文化学術研究都市推進機構様など
会場：京都経済センター 6階会議室（6-B・C） オンライン同時開催
発表企業：エイジシステム㈱、京なか㈱

https://www.kri.or.jp/news-event/event/20210105_1016.html

⑤「サイバーセキュリティ地域別セミナーin 京都」
日時：2021年3月15日（月）14:00～17:30
主催：KIIS（一般財団法人関西情報センター）
会場：京都商工会議所 貸会議室＆オンライン
内容：「セキュリティソリューション提供企業による自社ソリューションの紹介」で㈱ピーパルシード講演

https://secure.kiis.or.jp/KCSN/2020regionalseminar/seminar_kyoto.html

https://www.ki21.jp/hokubu/kenshu/r2/itsemina/R2ITsemina2.pdf
https://www.kri.or.jp/news-event/event/20210105_1016.html
https://secure.kiis.or.jp/KCSN/2020regionalseminar/seminar_kyoto.html
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⑥ 第５回IT活用セミナー「自社で行うオンラインミーティング入門編」
日時：2021年3月18日（木）15:00～16:30
主催：京都商工会議所
会場：京都商工会議所 7-A・B会議室＆オンライン
講師：KCA 桂田理事長
https://www.kyo.or.jp/kyoto/ac/event_115411.html

第１号議案：令和２年度 事業報告（4/16）

https://www.kyo.or.jp/kyoto/ac/event_115411.html


9第１号議案：令和２年度 事業報告（5/16）

1-2.行政関連団体様との連携強化

計画：① 行政関連団体の方々に例会オブザーバーご参加頂き or 情報交換の機会を設ける。
② 事業活動に役立つ情報などをご提供頂き、会員企業に周知。

備考：担当者の方々との交流も重視。支援先企業のIT課題をKCAによろずご相談して頂き、共同（協業）受注機会に繋げ
る事が目的。

実績：

① 6月例会：
京都府商工労働観光部ものづくり振興課様＋京都産業21様から、「助け合いの輪」補助金など
のご説明
→ KCAで補助金を申請・採択。KCAの新HPリニューアルに活用

② 8月例会：
京都市産業観光局 産業イノベーション推進室様＋NPO法人ITコーディネータ京都様より、
京都市「中小企業等IT利活用支援事業」のご説明
→ 連携協力した企業：カゴヤ・ジャパン㈱、㈱システム創見、星和テクノロジー㈱、京なか㈱



10第１号議案：令和２年度 事業報告（6/16）

③ 8月例会：
公益財団法人京都産業２１の事業支援部様より、「京都ビジネス交流フェア2021 」のご案内
→ ㈱日本電算機標準、京なか㈱が出展

④ 2月例会：
一般社団法人京都知恵産業創造の森 スマート社会推進部様より、令和3年度「スマートファク

トリー促進支援補助金」についてのご説明

⑤ 3月例会：
京都市産業観光局産業イノベーション推進室様＋NPO法人ITコーディネータ京都様より、
「中小企業等IT利活用支援事業の成果報告」
KCA企業で対応した2社（㈱システム創見、京なか㈱）も事例発表

⑥ 受注機会の創出（案件マッチング）Ⅰ：
10月例会で、公益財団法人京都高度技術研究所（ ASTEM ）の未来プロジェクト推進室様から
ご相談頂いた案件 → 3社が手を挙げた



11第１号議案：令和２年度 事業報告（7/16）

⑦ 受注機会の創出（案件マッチング）Ⅱ：
2021年1月に京都府農林水産部農産課様から、iPhoneアプリ開発が出来る企業についてご相談。
→Zoomによるベンダーマッチング会（3社参加）を経て、㈱スリーエースが受注。

⑧ 受注機会の創出（案件マッチング）Ⅲ：
2021年1月に京都府商工労働観光部ものづくり振興課様＋京都府健康福祉部健康福祉総務課様の
ご支援により、京都府内の5市町村向けに「新型コロナウイルスワクチン接種Web予約システム」
をKCAで受注。（5市町村：福知山市、宮津市、与謝野町、宇治田原町、井手町）
→対応企業：カゴヤ・ジャパン㈱、㈱システム創見、㈱ピーパルシード、京なか㈱

3月19日よりシステム稼動。4月よりWebシステムによる予約受付を開始。保守対応を継続。

⑨ 連携（継続Ⅰ）：
関西ものづくりIoT推進連絡会議（PIIK）の会議に、吉本副理事長が参加
・2020年6月12日（金）14:00～16:00 第１回企画委員会
・2020年10月9日（金）10:00～12:00 PIIK第１回全体会議
・2021年1月25日（月）10:00～12:00 第２回PIIK企画委員会資



12第１号議案：令和２年度 事業報告（8/16）

⑩ 連携（継続Ⅱ）：
京都中小企業情報セキュリティ支援ネットワーク（Ksisnet）の会合に、前田理事などが参加。
・2020年8月27日（木） ：前田理事、桑原顧問
・2020年10月27日（火） ：前田理事、木村監事
・2020年12月23日（水） ：前田理事

⑪ 連携（強化Ⅰ）：
京都商工会議所の経営支援員・職員様、府内商工会の経営支援員様向けに、Zoomセミナーを
2回開催。
講習：「オンラインミーティング（セミナー）開催の基礎」
日時：2021年2月22日（月）9:00～10:30、2月24日（水）9:00～10:30
会場：経済センター７階会議室 ＆ オンライン
講師：KCA 桂田理事長

⑫ 連携（強化Ⅱ）：
京都府中小企業団体中央会様が、コロナに打ち勝つ連携モデル事業の実行部隊として、業界若手
リーダーを中心にした「助け合い隊」を発足。「助け合い隊」9名の中に桂田理事長が参加。
2021年3月23日（火）の発足式に桂田理事長が参列。



13第１号議案：令和２年度 事業報告（9/16）

1-3. 1-3.地元の異業種団体との交流・よろず相談

計画：昨年度から継続して、異業種団体とのオン／オフの活動を通して、何かあれば気軽にIT案件の相談をして頂ける
ようにする。業界団体に限らず、学生団体などとも交流の機会があれば図る。

実績：

① 異業種団体との交流：
7月例会で、NPO法人 グローカル人材開発センター様より「グローカル人材育成に関する事業」
をご紹介。発表者：代表理事 行元 沙弥 様

② ITよろず相談会：
12月KCA例会にて自社のIT課題をご発表頂いた後、2021年1月21日（木）にZoomにて個別
ITよろず相談会を実施。
ご相談企業様：Geo-Design ジオデザイン 一級建築士事務所株式会社様
対応企業：㈱コンピューターエンゼルス、㈱システム創見、京なか㈱
※松本副理事長からのご紹介



14第１号議案：令和２年度 事業報告（10/16）

③ 異業種団体様向けセミナーⅠ：
対象：特定非営利活動法人KES環境機構の審査員様
内容：リモート審査研修会（Zoomの入門セミナー）
日時：2021年2月26日（金）、3月12日（金）、3月25日（木）計3回 ※各2時間30分程
会場：京都経済センター6 階会議室
講師：桂田理事長
※公益財団法人京都産業21様からのご紹介

④ 異業種団体様向けセミナーⅡ：
対象：協同組合日新電機協力会様
内容：「iPad使用方法並びにZOOMを利用したWEB会議について」
日時：2021年3月22日（月）15：05～16：05
会場：日新アカデミー研修センター１階
講師：桂田理事長
※京都府中小企業団体中央会様からのご紹介



15第１号議案：令和２年度 事業報告（11/16）

1-4.フェア出展、HP・SNS広報の強化

計画：①京都ビジネス交流フェア出展のサポート
②HPリニューアル（各社の強み・サービス、よろず相談窓口を全面に。SNS連携） 。

実績：

① KCAの新ホームページ、ロゴを制作：
6月30日よりHP検討委員会（委員長：吉本副理事長）を立ち上げ。 制作事業をKCA内で募集。
・HP制作事業者：京なか㈱、 ロゴ制作事業者：㈱イントフロート

② 京都スマート農業祭2020に出展
日時：11/13（金）13:00～16:00、11/14（土）10:30～15:00
会場：京都府農林水産技術センター農林センター（亀岡市）・費用：無料

③ 一般社団法人京都産業会館様主催の展示会への特別協力・出展準備
目的：京都企業×京都IT企業のマッチング。京都企業のIT化・関心度を促進。
備考：当初、2021年3月19日開催で準備を進めていたが、新型コロナウイルスの状況を考慮し

2021年7月30日（金）に延期。継続して準備を進める。

KCAの新HP



16第１号議案：令和２年度 事業報告（12/16）
＜事業の目的２＞

KCA内の交流で、各社の課題解決・付加価値向上（教育事業、福利厚生事業、通常事業）

2-1.経営者層で「ビジネス連携」を強化

計画：KCAが窓口となるよろず相談でのマッチング精度を高める。会員企業同士のビジネス連携を促進させる。
そのために、例会において各社持ち回りで自社の強みなどを発表。

実績：

下記の企業が例会で発表

・6月例会 ：カゴヤ・ジャパン㈱

・7月例会 ：サービス＆セキュリティ㈱、創研情報㈱

・8月例会 ：星和テクノロジー㈱、バンテック㈱

・10月例会 ：㈱スリーエース、システムプロデュース㈱

・11月例会 ：㈱ソフィア、㈱ゼロワン

・12月例会 ：アスノシステム㈱、ジック㈱

・2月例会 ：KSR㈱、㈱日本電算機標準

・3月例会 ：㈱コンピューターエンゼルス、㈱クランディム



17第１号議案：令和２年度 事業報告（13/16）

2-2.中堅社員層で「スキル向上」を強化

計画：個社では手薄になりがちな中堅社員研修を実施することで、KCA会員企業全体でのスキルアップを図るとともに、
同業他社の社員同士の交流を促進させる。具体的には、合同研修or交流会の開催サポート。詳細は今後検討。

2-3.新入・若手社員層で「スキル向上」を強化

計画：京都開催の新人研修が少ないないことから京都での実施サポートをするとともに、企業の枠を超えた同期のつな
がりを図ってもらう。具体的には、合同研修or交流会の開催サポート。詳細は今後検討。

実績：

① 8月例会：
特別例会として第2部で、採用担当者による情報交換会を実施（事前アンケートも収集）。

② 10月例会：
㈱学情様より「21新卒採用の中間総括と22新卒採用の採用戦略について～ＩＴ業界で採用の
勝ち組になるための秘訣をお伝えします～」のテーマでセミナー。

③ 11月例会：
㈱システムシェアード様より「新人研修の事例報告、2021年度新入社員研修のカリキュラム
紹介」のテーマでセミナー。利用した創研情報㈱様が「メリット、改善点など」を発表。



18第１号議案：令和２年度 事業報告（14/16）

2-4.例会、何でもミーティング、KCA&京情協＆フレンズ杯

計画：・通常の例会＆何でもミーティング：６月、７月、９月、１０月、１１月、２月、３月の７回開催予定
・親睦イベント（懇親会など）：８月（納涼会）、12月（京情協との合同忘年会）、１月（京情協の賀詞交歓会の

参加） ※4月お花見例会、総会懇親会は中止
・親睦として「KCA＆京情協＆フレンズ杯」（ゴルフコンペ）：季節ごとに３回程度開催予定。

実績：

下記の通り、通常例会・納涼会を開催。
（何でもミーティングは新型コロナウイルスの影響により未開催）

・6月例会 ：6/11（木） 16:00～18:00  ＴＫＰ京都四条烏丸会議室 28名（うちZoom13名）

・7月例会 ：7/9（木） 16:00～18:00  バンネットワーク(株) 32名（うちZoom13名）

・8月例会 ：8/28（木） 16:00～18:30 TSビル2階東 第１部 32名（うちZoom9名）、
第２部 19名（うちZoom3名）

・9月納涼会：9/10（木） 19:00～ イカリヤ食堂 13名

・10月例会 ：10/8（木） 16:00～18:00 第八長谷ビル８階 E室 28名（うちZoom17名）

・11月例会 ：11/12（木）16:00～18:00 第八長谷ビル８階 B室 25名（うちZoom8名）



19第１号議案：令和２年度 事業報告（15/16）

・12月例会：12/10（木）16:00～18:00 第八長谷ビル ８階 E室 32名（うちZoom14名）

・1月京情協新春セミナー（オンライン開催）：1/20（水）「インターネットは誰のもの？」

・2月例会 ：2/4（木） 16:00～18:00 フィスゴコマチ 3階 301 27名（うちZoom15名）

・3月例会 ：3/11（木） 16:00～18:00 第八長谷ビル ８階 E室 21名（うちZoom13名）

※毎例会で、行政・行政関連機関様、および、同業他社などにオブザーバーご参加頂いた。

下記の通り、「KCA＆京情協＆フレンズ杯」（ゴルフコンペ）を開催。
(6月は新型コロナウイルスの影響により未開催)

・「第６３回 KCA＆京情協＆フレンズ杯」 12/5（土）：センチュリー・シガ・ゴルフクラブ
15名参加、1位：吉川宏様、2位：加賀仁様、3位：谷川護様

その他、例会資料をGoogle Driveに上げ、情報共有を開始。



20第１号議案：令和２年度 事業報告（16/16）

その他. 補助金の活用：下記の補助金2件に申請し、採択

実績：

①京都府様（窓口：公益財団法人京都産業２１様）
「新型コロナウイルス対策企業等緊急応援(企業グループ支援「助け合いの輪」推進)補助金」

・事業実施期間：令和2年9月15日～令和2年12月28日
・補助対象経費：800,000円
・交付決定金額：533,000円 （補助率：2／3）
・事業内容 ：KCAのHP制作

②京都市様
「京都市業種別団体等活性化支援事業補助金」

・事業実施期間：令和2年6月1日～令和3年2月28日
・補助対象経費：639,481円
・交付決定金額：511,000円 （補助率：4／5）
・事業内容 ：KCAのロゴ制作、ノートPC、例会の会議室料、

オンライン会議用機材（スピーカーフォン、Webカメラなど）



21

第２号議案



22第２号議案：令和２年度 会計決算報告（1/2）

下記の別紙をご覧ください。

・別紙「第２号議案：予算・実績報告書」

・別紙「第２号議案：決算報告書」



23第２号議案：令和２年度 会計決算報告（2/2）

監査報告書



24おまけ：

令和２年度のKCA活動を振り返る

スライドショー



25

第３号議案



26第３号議案：令和３年度 事業計画（案）（1/9）

●理念
「地場のITは地場のIT企業が担う。守る。」の理念は継続します。

●事業の方向性
「マッチング」をキャッチコピーに、以下の目的で活動します。

※一に「マッチング」、二に「マッチング」、三四も「マッチング」で、五に「マッチング」です。

●事業の目的
１. 「セミナー」「ITよろず相談」「事業者マッチング」 「展示会」等の機会を活用／

創出。行政様・行政関連団体様などとの連携を強化し、地元・京都におけるKCAの
認知度を上げ、会員企業のPR・受注機会の拡大に繋げます。

２. KCA内において、経営者層・中堅社員層・新入社員層など、多層的な交流の機会
を設け、企業の枠を超えた「横のつながり」が、各社の課題解決・付加価値向上
に繋がるようにします。



27第３号議案：令和３年度 事業計画（案）（2/9）

●事業の目的
１. 「セミナー」「ITよろず相談」「事業者マッチング」 「展示会」等の機会を活用／

創出。行政様・行政関連団体様などとの連携を強化し、地元・京都におけるKCAの
認知度を上げ、会員企業のPR・受注機会の拡大に繋げます。

1-1.セミナー

・地元団体様・企業様向けのIT関連セミナーに協力。京都府中小企業団体中央会様の「助け合い隊」
活動の一環で地元団体様向けのセミナーも実施予定。年5回を想定。下記は予定済みのセミナー。

①「オンラインミーティング講習会」
対象：清水焼団地協同組合様
日時：2021年4月23日（金）13:00～15:00
講師：KCA 桂田理事長

②「オンラインミーティング（セミナー）開催の基礎」
対象： 京都商工会議所の経営支援員・職員様、府内商工会の経営支援員様向け
日時：2021年5月18日（火）10:00～11:30
講師：KCA 桂田理事長
会場：京都経済センター７階 CD会議室
講師：KCA 桂田理事長



28第３号議案：令和３年度 事業計画（案）（3/9）

1-2.ITよろず相談

下記①②をあわせて、年４回予定

① KCAのHP・展示会などからのご相談依頼に対応。

② 京都商工会議所様が2021年度にあらたに新設された「IT活用関係」専門員相談に全面協力。
「IT活用関係」の相談が京都商工会議所様に来たら、京都商工会議所様との窓口をKCAが担い、
対応する専門家を調整。京情協様とも連携協力。

（相談者が京都商工会議所様に相談申込 → 京都商工会議所様からKCAに専門員の派遣依頼 → KCA内で専門員を選定
→ 相談日時を相談 → 相談対応 → 京都商工会議所様から専門員に謝金）

専門員の候補者（5/14時点）

・京なか株式会社 桂田 佳代子
・株式会社システム創見 桑原 人司
・ジック株式会社 木村 秀和
・星和テクノロジー株式会社 大橋 昌己
・株式会社日本電算機標準 吉本 光希
・株式会社ピーパルシード 前田 恒雄



29第３号議案：令和３年度 事業計画（案）（4/9）

1-3.事業者マッチング

「ITよろず相談」の次ステップとして、また、行政様・行政関連団体様からのご依頼、KCAの
HP・展示会などでの問合せにより実施。
複数の地元IT企業と効率よく商談・ご縁ができる機会となるため、ユーザー企業様にとっても
メリットとなる。
年３回を想定。下記は実施済みのマッチング会。

① 事業者マッチング会Ⅰ

日時：2021年5月7日 13:30～15:30
対象：㈱二条丸八様（京都府木津川市）
案件：販売管理システムのリニューアル案件
参加：㈱システム創見、㈱ジック、星和テクノロジー㈱、創研情報㈱、㈱DTS WEST、

㈱ネクステージ 進行役：京なか㈱
備考：Zoomによるマッチング会の後、各社より提案書・見積書を提示。



30第３号議案：令和３年度 事業計画（案）（5/9）

1-4.展示会

主催者である一般社団法人京都産業会館様に特別協力し、展示会の企画・運営・出展を実施。
京情協様にも協力頂く。
展示会後も、京都内の「 IT図鑑」（サイト・アプリ）として、2年間はKCAで運用する。

・テーマ ：ITで商売繁盛フェア
・目 的：京都IT企業と京都企業とのビジネスマッチング
・開催日時：2021年7月30日（金） 11:00～16:30 （※時間は予定）

・開催会場：京都経済センター2階 南室＋中室 ※ハイブリット開催を予定
・出展企業：KCA・京情協の会員企業を中心に、地元IT企業 ※会員以外も出展可能
・来場対象：ITに関心はあるものの、導入や活用の方法がわからないといった市内中小企業

1-5.行政様・行政関連機関様との連携強化、認知度の向上

行政様・行政関連団体様※にとってもメリットのあるWin-Winの関係性を築き、連携を強化。
（※京都府様、京都市様、京都府中小企業団体中央会様、京都産業２１様、ASTEM様、京都商工会議所様、近経局様、

Ksisnet、関西ものづくりIoT推進連絡会議（ PIIK ）様、ITコーディネーター京都様等を想定）

下記は実施済み。
①京都府中小企業団体中央会様の会報誌2021年5月号に寄稿

「特集Ⅰ ハイブリット総会の運用ポイント」A4 2ページ



31第３号議案：令和３年度 事業計画（案）（6/9）

1-6.受注機会の創出（案件マッチング）

上記1-1～1-5などを通して、KCAで共同受注、もしくは、会員企業の受注機会を創出する。
年2件を想定



32第３号議案：令和３年度 事業計画（案）（7/9）

●事業の目的
２. KCA内において、経営者層・中堅社員層・新入社員層など、多層的な交流の機会

を設け、企業の枠を超えた「横のつながり」が、各社の課題解決・付加価値向上
に繋がるようにします。

2-1.経営者層で「ビジネス連携」を強化

・会員企業同士のビジネス連携を促進させるために、例会において各社持ち回りで自社の強みなど
を発表。詳細は今後検討。

2-2.中堅／新入社員層で「スキル向上」を強化

・京都開催の新人研修が少ないないことから京都での実施サポートをするとともに、企業の枠を
超えた同期のつながりを図ってもらう。
合同研修or交流会の開催サポートなど、詳細は今後検討。年１回を想定。



33第３号議案：令和３年度 事業計画（案）（8/9）

2-3.人材確保の支援

・優秀な人材確保に繋げるためのセミナー／交流会などを実施。詳細は今後検討。年１回を想定。

2-4.例会、何でもミーティング、KCA&京情協＆フレンズ杯

・通常の例会＆何でもミーティング
・６月、７月、９月、１０月、１１月、２月、３月の７回開催予定

※新型コロナウイルスの状況を鑑みて、開催可否を判断

・親睦イベント（懇親会など）
・８月（納涼会）、12月（京情協との合同忘年会）、

１月（京情協の賀詞交歓会の参加） ※4月お花見例会、総会懇親会は中止

・親睦として「KCA＆京情協＆フレンズ杯」（ゴルフコンペ）
・季節ごとに３回程度開催予定。 ※ 4月24日「第６４回 KCA＆京情協＆フレンズ杯」は中止



34第３号議案：令和３年度 事業計画（案）（9/9）

実施計画表（案）について

下記の別紙をご覧ください。

・別紙「第３号議案：実施絵計画表（案）」



35

第４号議案



36第４号議案：令和３年度 収支予算書（案）（1/1）

実施計画表（案）について

下記の別紙をご覧ください。

・別紙「第４号議案：収支予算（案）」



37

第５号議案



38第５号議案：令和３年度 役員報酬決定（1/1）

2021年度 役員報酬決定の件

理事会決議による役員報酬「無報酬」の提案決議



ご来賓 ご挨拶


