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　　事 業 報 告 　 

Ⅰ　法人の概況

　　１、設立年月日
内閣総理大臣から公益認定を受け、財団法人
お香の会を公益財団法人お香の会へ移行した
ことにより設立。

　（財団法人お香の会設立許可の年月日 昭和49年5月31日）

　　２、定款に定める目的
　本法人は、香道の伝統を保持、育成するとともにその普及をはかり、もって
　わが国文化の発展に寄与することを目的とする。

　　３、定款に定める事業内容

(1) 普及啓発事業：香席の開筵、講習会、講演会、香道教室等を開催し伝統芸道と
しての香道を体験させ、香道の普及発展をはかる。 公１

(2) 国民文化祭事業：国民文化祭に出展し、香席を設け、香道家元･宗家からの解
説のもと香道を体験、パネル、ビデオ等で香道を紹介 公１

(3) 伝統文化伝承事業：伝統文化を伝承するため、親子香道教室、伝統行事での
献香、余香席を開筵するなど、伝統文化の伝承活動 公１

(4) 伝統文化活動支援事業：伝統文化の伝承・普及を目的に活動する個人および
法人からの申請に対し、財団の基準により財団講師の派遣等、助成･支援をす
る。 公２

(5) 伝統文化国際交流事業：国際交流諸団体等からの要請を受け入れ、伝統文化
香道を通じて国際文化交流に貢献する。 公２

(6) 調査研究事業：香木、香道具、香に関する資料、道具を収集、研究、保存し
香道の伝承、発展をはかる。 公１

(7) 広報宣伝事業：香に関する情報を収集、印刷物やＩＴを媒体とした教育、広
報活動等を行う。 公１

(8) その他この法人の目的を達成するために必要な事業。 公１

　　４、監督機関に関する事項

　　　内閣府公益認定等委員会

　　５、会員の状況 R3.3末現在
（人） .

種 　類 前年 今年 増減
個人会員 64 64 0
法人会員 19法人 19法人 0

平成23年7月1日

　　　　　（令和２年４月１日から令和３年３月３１日）
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　　６、主たる事務所・従たる事務所の状況

　　主たる事務所

奈良県奈良市西ノ京町457番地

　　従たる事務所

　 東京都品川区東五反田5-15-17　

　　７、役員等に関する事項
令和3年3月31日現在

理　事

役職 常勤･非常勤 報酬等

理 事 長 非常勤 無 法相宗大本山薬師寺長老

副 理 事 長 非常勤 無 小山株式会社代表取締役

常 務 理 事 非常勤 無 株式会社松栄堂代表取締役

理 事 非常勤 無

理 事 非常勤 無

理 事 非常勤 無 流通経済大学経済学部教授

理 事 非常勤 無

理 事 非常勤 無

監　事

役職 常勤･非常勤 報酬等

監 事 非常勤 無 東口会計事務所所長　税理士

監 事 非常勤 無 法相宗大本山薬師寺長老

評議員

役職 常勤･非常勤 報酬等

評 議 員 非常勤 無

評 議 員 非常勤 無

評 議 員 非常勤 無

評 議 員 非常勤 無 薫玉堂代表取締役社長

評 議 員 非常勤 無

評 議 員 非常勤 無 宗教法人霊山寺責任役員

評 議 員 非常勤 無 法相宗大本山薬師寺長老

評 議 員 非常勤 無 株式会社山田松香木店代表取締役

○

　　８、職員に関する事項 （令和3年3月31日現在）

役職 常勤･非常勤 報酬等 就任年月日 担当職務･現職

事 務 局 長 常勤 無 2008年1月1日 定款で定める事項

職 員 常勤 無 2018年7月1日 一般事務

職 員 非常勤 無 2008年1月1日 一般事務

評議員会長

氏名

三井　正昭

藤井　孝之

山之内志津

負野　和夫

小畑　洋子 香道御家流教授

東山　泰子

安田　暎胤

山田　英夫

○ 　筒井　寛昭 華厳宗東大寺長老

植松　伶子 医療法人和敬会国見が丘病院理事

太田　清史 前同朋大学学長

氏名 担当職務･現職

東口　哲夫

松久保秀胤

氏名 担当職務･現職

堀井眞知子 香道御家流教授

養老　朝枝 香道御家流教授

 畑　　正高

生駒　基達 法相宗大本山薬師寺副住職

大谷香代子 香道御家流教授

中原　篤徳

氏名 担当職務･現職

山田　法胤

小山　新造
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　　９、役員会等に関する事項

理事会

会議結果

　　承認の件 承認可決

 　資金調達及び設備投資の件

２、評議員候補者２名、理事候補者３名選定の件 承認可決

３、定時評議員会招集の件 承認可決

　２）評議員会の目的である事項

　　① 平成31年度事業報告（案）並びに会計決算報告

（案）承認の件

　　② 評議員候補者２名、理事候補者３名、

選任の件

4、令和2年度[伝統文化親子香道教室」事業開講の件 承認可決

報告事項

1、「第３５回国民文化祭・みやざき2020」出展計画について

決議事項

承認可決

審議事項

１、令和3年度事業計画及び収支予算(案）承認の件 承認可決

２、資金調達及び設備投資の件 承認可決

報告事項

1、代表理事、業務執行理事の職務執行状況について

評議員会

会議結果

決議事項

承認可決

2、評議員2名、理事3名選任の件 承認可決

Ⅱ　事業の概況

新型コロナウイルス感染拡大防止対策により、国内外ともにあらゆる事業が中止または縮小

を余儀なくされた１年でありました。

当財団は、こうした中において定款に定める事業活動は新型コロナ感染防止対策下での最大

限の活動となりました。主な活動については次のとおりであります。

令和2年6月1日

1、小山新造理事を代表理事・副理事長に選任する件

令和3年2月16日

開催年月日 議　事　事　項

令和2年6月1日 1、平成31年度事業報告（案）並びに会計決算報告（案）承認の件

２、令和2年度[伝統文化親子香道教室」事業計画の件

令和2年5月22日 1、平成31年度事業報告（案）並びに会計決算報告（案）

　１）開催方法

　　　決議の省略によるみなし決議とする（コロナ感染防止）

開催年月日 議　事　事　項
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　　６、主たる事務所・従たる事務所の状況

　　主たる事務所

奈良県奈良市西ノ京町457番地

　　従たる事務所

　 東京都品川区東五反田5-15-17　

　　７、役員等に関する事項
令和3年3月31日現在
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理 事 長 非常勤 無 法相宗大本山薬師寺長老
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常 務 理 事 非常勤 無 株式会社松栄堂代表取締役

理 事 非常勤 無

理 事 非常勤 無

理 事 非常勤 無 流通経済大学経済学部教授

理 事 非常勤 無

理 事 非常勤 無

監　事

役職 常勤･非常勤 報酬等

監 事 非常勤 無 東口会計事務所所長　税理士

監 事 非常勤 無 法相宗大本山薬師寺長老
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役職 常勤･非常勤 報酬等

評 議 員 非常勤 無

評 議 員 非常勤 無

評 議 員 非常勤 無

評 議 員 非常勤 無 薫玉堂代表取締役社長

評 議 員 非常勤 無

評 議 員 非常勤 無 宗教法人霊山寺責任役員

評 議 員 非常勤 無 法相宗大本山薬師寺長老
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事 務 局 長 常勤 無 2008年1月1日 定款で定める事項

職 員 常勤 無 2018年7月1日 一般事務

職 員 非常勤 無 2008年1月1日 一般事務

評議員会長

氏名

三井　正昭

藤井　孝之

山之内志津

負野　和夫

小畑　洋子 香道御家流教授

東山　泰子

安田　暎胤

山田　英夫

○ 　筒井　寛昭 華厳宗東大寺長老

植松　伶子 医療法人和敬会国見が丘病院理事

太田　清史 前同朋大学学長

氏名 担当職務･現職

東口　哲夫

松久保秀胤

氏名 担当職務･現職

堀井眞知子 香道御家流教授

養老　朝枝 香道御家流教授

 畑　　正高

生駒　基達 法相宗大本山薬師寺副住職
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主な事業概要

　　〇吉祥天にちなむお香とお茶の会は、1/15薬師寺で、1/24薬師寺東京別院で盛大に開

催するべく準備いたしましたが、開催直前に緊急事態宣言が発令されたため急遽中止

いたしました。

〇香道体験は、首都圏、関西圏で6か所で12回開催しました。コロナ感染防止対策を講

じながら新しい試みの開催になりました。一般公募により親子、学校、各種団体を対象

に開催し好評を得ました。

〇国民文化祭は宮崎県で開催を予定されていましたが、新型コロナ感染防止のため

　　2021年に延期されました。 このため2021年度は宮崎県、和歌山県の2回開催される

　　こととなりました。

〇国の伝統文化親子教室事業への支援として伝統文化親子香道教室を開講しました。

6月から12月まで全9回、カリキュラムに基づき香道の学習を計画しましたが、コロナ

禍の開催となるため、開催期間を3か月遅らせ9月から12月の開催といたしました。　

〇国際交流事業は、年度中2回開催を計画致しましたが外国との交流が不能になった

ことから、開催できませんでした。

〇令和2年1月から、新型コロナウイルス感染症拡大防止に鑑み、2～８月の講習会、体

験香席、国際交流事業を中止または規模を縮小致しました。

Ⅱ　事業の実施状況

１、

（１）普及啓発事業

コロナ感染防止対策を講じる中、講習会、香席を開き体験を通じて普及啓発につと

めました。

１） 小豆沢伝統文化こども教室 東京都板橋区 小畑洋子師

7月22日 ５０名 8月5日 ４８名 9月9日 　４６名

12月12日 ８０名

コロナ対策のため１回１０名で実施しました。（１０名×５回＝５０名）

２） 港区立高陵中学校 東京都港区 小畑洋子師

10月5日 11名

３） 豊島区親子教室 東京都豊島区 小畑洋子師

10月31日 20名

コロナ対策のため１回１０名で実施しました。（１０名×２回＝2０名）

４） 日経カルチャーセミナー「はじめてふれるお香の世界」 小畑洋子師

12月10日 日経新聞社　　28名 12月17日 　26名

12月24日 薬師寺東京別院　香席　28名　 2席にわけて

５） 塙　保己一資料館 東京都渋谷区 小畑洋子師

12月13日 　20名

コロナ対策のため１回１０名で実施しました。（１０名×２回＝2０名）

６）

1月31日 　12名 2月28日 　　22名

公益目的事業

　ア、香道体験教室

ＪＲ西日本「ちょこっと関西歴史旅」薬師寺まほろば会館　堀井暁蓉師
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「吉祥天にちなむお香とお茶の会」を準備いたしましたがコロナ拡大防止

緊急事態宣言発令のため急遽中止いたしました。

　 1/15　薬師寺 1/24　薬師寺東京別院

奈良県大芸術祭　　志野流蜂谷宗苾若宗匠指導

新型コロナ感染防止の観点から中止いたしました。

　宮崎市実行委員会事業に認定され準備を進めましたがコロナ感染防止
　のため２０２１年に延期されました。

第３５回国民文化祭・みやざき2020
　出展決定　2021.9.18～9.19　
　宮崎市実行委員会事業として開催をします。
　宮崎市民プラザで茶道とコラボでの開催を計画しています。

第３６回国民文化祭・わかやま2021
　出展計画　2021.11.6～11.7
　海南市実行委員会事業として開催を計画しています。
令和３年は「第３５回国民文化祭・みやざき2020」「第３６回国民文化祭・
わかやま2021」のダブル開催となります。

した。

同余香席を準備しましたがコロナ感染防止のため中止しました。

宣言発令のため急遽中止いたしました。

　  １月１５日　奈良薬師寺
 １月２４日　薬師寺東京別院

コロナ感染防止対策のため４月から８月中は休講といたしました。

福岡教室は借用している会場が令和３年３月３１まで閉鎖のため休講中です。

（ア）香道講習会支援事業

　　　　御家流：薬師寺教室、名古屋教室、東京事務所教室、

　　　　志野流：薬師寺教室、東京事務所教室

　　　　のほか薬師寺で開催する講習会、東京別院で開催する講習会

　(ア) 　伝統行事での献香等を伝承支援する事業

　　　　2.04.21　　薬師寺最勝会において行香はコロナ感染防止のため中止となりま

　　　　2.10.08　　天武忌法要において献香　志野流家元蜂谷宗玄宗匠

（イ）修正会の法楽「吉祥天にちなむお香とお茶の会」は新型コロナ感染防止緊急事態

 (４)　助成・支援事業

（２）　国民文化祭事業

（ア）　「第35回国民文化祭・みやざき2020」10/31から11/1

（イ）　令和３年度以降の国民文化祭出展に向けた準備を進めました。

宮崎県宮崎市
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　ウ、令和２年10月8日　於　薬師寺まほろば会館　　一般公募　100名

　イ、吉祥天にちなむお香とお茶の会
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実施しました。

本年度は新型コロナ感染防止のため開催期間を短縮し９月から１２月とし、

４日間延べ８講座で実施しました。日本の文化を知ろう「伝統文化親子香道

教室」を一般公募しカリキュラムに基づく香道教室を全８回開催、延べ234

人の参加を得ました。

今年度中２回開催を計画致しましたが新型コロナ感染防止のため開催できません

でした。

　

イ、 Web会議システム（zoom) を導入いたしました。

○ 文化庁補助事業「伝統文化親子香道教室」を実施しました。

R2.9～2.12 薬師寺慈恩殿
参加延べ 234名 全8回の教室、詳細は別掲載

Ⅲ

2.04.09 事務局 決算処理、理事会開催準備

2.04.10 奈良市 奈良税務署、奈良県税事務所、奈良市役所　納税証明交付申請

2.04.14 奈良市 東口会計事務所　会計監査について

同上 小山副理事長　役員会について調整

筒井評議員評議員会について調整

2.04.17 事務局 理事長・事務局会議　評議員会開催方法を決議省略方式に決定

2.04.23 奈良市 監事による監査会 業務監査、会計監査

出席者　松久保監事、東口監事、理事長、事務局

2.04.24 事務局 理事会招集通知発送

2.04.29 事務局 倉橋泰代氏告別式

2.05.04 緊急事態宣言5/31まで延長発表

2.05.12 事務局 理事会開催　議事録作成

評議員会、理事会提案書発送

2.05.14 薬師寺 香道御稽古再開に向けた「コロナ感染防止対策」を取りまとめる。

事務局の主な活動

　　　ア、香道組香集「山の霞」を増刷致しました。

　　　イ、香木の確保、香道関係の資料充実のための活動を進めています。

（７） 広報教宣事業

　　　ア、 ＩＴを活用して情報を公開し不特定多数の皆様に情報提供いたしました。

　　　　ホームページにて公益財団法人お香の会各種情報公開しました。

　(ア) 外国人に香道を体験させ、国際交流をはかる。

（６）調査研究事業

（イ）文化庁事業「令和２年度伝統文化親子教室事業」として採択。

　　　　文化庁が実施する伝統文化親子教室事業に採択され、補助金対象事業として

（５）国際交流事業
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2.05.18 薬師寺 ・宮崎国文祭に関するアンケート出状

・新型コロナ感染防止対策について薬師寺の方針と管主と協議
　香道教室の開講は9月から、体験香席は8月まで休み9月から再開
　を決定

2.06.01 事務局 評議員会開催、理事会開催

2.06.02 奈良市 評議員、理事登記申請手続き　中窪司法書士事務所

2.06.02 事務局 国文祭・みやざき2020延期決定。志野流家元、御家流宗家に伝達

2.06.02 奈良市 新型コロナ協力金申請提出。奈良県宛

2.06.24 第35回国民文化祭・みやざき2020　令和3年7月～10月中旬に延期

通知文書到着

2.06.25 奈良市 伝統文化親子香道教室開講案内配布　都跡小学校、六条小学校他学校

訪問

2.07.06 海南市 第36回国民文化祭・わかやま2021海南市実行委員会出席

海南市保健福祉センター

2.07.09 宮崎市 第35回国民文化祭・みやざき2020　裏千家のお茶とコラボで

開催することを再確認

2.07.13 事務局 ・理事長に近況報告

・福岡教室がコロナ対策のため令和3年3月末まで休講を決定

2.07.21 大阪市 全国公益法人協会セミナー参加「立入検査について」藤井氏

2.07.22 事務局 伝統文化親子香道教室開講準備打ち合わせ　堀井先生

2.07.29 川越市お香の体験新型コロナ感染防止のため中止の通知

2.08.21 事務局 香道講習会　9月から再開の案内　発信

第38回国民文化祭は石川県に内定される

2.08.26 海南市 第36回国民文化祭・わかやま2021海南市実行委員会出席

開催要領決定 於：ﾉﾋﾞﾉｽホール

2.08.27 事務局 吉祥天にちなむお香とお茶の会開催概要について理事長と協議

新型コロナ感染対策を講じて開催を決定

2.09.02 事務局 国民文化祭・わかやま実施に関する調査　報告出状

2.09.17 海南市 国民文化祭・わかやま実施に関する現地打ち合わせ

於：温山荘園 海南市、温山荘園、お香の会

2.09.18 事務局 国民文化祭・みやざき会場使用部屋割り、借用物品、看板等

業者と調整確認

2.09.27 薬師寺 ・伝統文化親子香道教室　開講

・吉祥天にちなむお香とお茶の会　東京は1/24に決定

2.10.18 事務局 香道組香集「山の霞」校了

2.10.31 奈良市 令和３年度伝統文化親子香道教室申請　提出

2.11.09 米子市 令和３年度伝統文化親子香道教室申請　提出

2.11.20 品川区 大河ドラマ「晴天を衝け」制作担当に香道レクチャー

於薬師寺東京別院　　御家流宗家三條西堯水宗匠

3.01.07 事務局 新型コロナ感染防止対策緊急事態宣言発令により中止決定

3.01.21 事務局 令和3年度事業計画、同予算案作成　コロナ禍にあり決議省略

方式で理事会開催を決定 理事長との打ち合わせ

3.01.27 事務局 体験香　ＪＲ西日本「ちょこっと関西歴史旅」打ち合わせ

1/31、2/28　実施

3.02.05 事務局 香道講習会御家流講師は4月から御家流宗家ご担当決定

3.03.20 事務局 御家流薬師寺教室は5月開催で進めることを宗家と確認
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(1回の教室ごとにその内容を記載する） （発表会には○をつける）

～

～

～

～

～

～

～

～

～

15人

14人

上子供、下保護者

15人

14人

上子供、下保護者

15人

14人

上子供、下保護者

上子供、下保護者

15人

13人

上子供、下保護者

15人

15人

上子供、下保護者

15人

14人

上子供、下保護者

開催場所
発表会
・大会

指導内容 参加人数
（子供+保護者）

備考
実施時間

 令和２年度 実績報告書（伝統文化親子香道教室事業）

＜教室・発表会実施内容一覧表＞

No
実施日 曜

日

上子供、下保護者

➀ガイダンス　香道とは、香席での注意点、お香の聞き方
②お香の種類、香りの歴史

<講師>堀井暁蓉、竹内眞紀、倉橋寛子、安原恭子

17人
10:00

14人
11:00

1

R2.9.27

日 薬師寺　慈恩殿

＜指導内容＞

上子供、下保護者

➀組香体験　籬香（まがきこう）
　・香木の香りをはじめて聞く

<講師>堀井暁蓉、竹内眞紀、倉橋寛子、安原恭子

17人
11:00

14人
12:00

2

R2.9.27

日 薬師寺　慈恩殿

＜指導内容＞

3

R2.10.25

日
薬師寺まほろば会
館

＜指導内容＞

➀組香とは　②お香席のマナー　③香元、執筆、連衆とは
④硯点前：硯の使い方　⑤お香席の記録：香記、手記録紙の説明

<講師>堀井暁蓉、竹内眞紀、倉橋寛子、安原恭子

10:00

11:00

4

R2.10.25

日
薬師寺まほろば会
館

＜指導内容＞

➀組香体験　季節の組香２席：月見香、菊花香
　・組香と季節との関りを説明

<講師>堀井暁蓉、竹内眞紀、倉橋寛子、安原恭子

11:00

12:00

5

R2.11.22

日
薬師寺まほろば会
館

＜指導内容＞

➀組香体験　季節の組香：紅葉香
　・香木5種類の香りを聞き分ける
　・組香と和歌との関りについて説明
<講師>堀井暁蓉、竹内眞紀、倉橋寛子、安原恭子

10:00

11:00

6

R2.11.22

日
薬師寺まほろば会
館

＜指導内容＞

➀灰点前に挑戦：香炉の灰の整え方、七つ道具の取扱い
②香元点前に挑戦：香炉の銀葉・香木の整え方、七つ道具の取扱い

<講師>堀井暁蓉、竹内眞紀、倉橋寛子、安原恭子

11:00

12:00

7

R2.12.20

日 薬師寺　食堂

＜指導内容＞

①「香道の歴史」理事長講話
②総まとめ　代表的な組香「源氏香」を体験ーその１

<講師>堀井暁蓉、竹内眞紀、倉橋寛子、安原恭子

10:00

11:00

8

R2.12.20

日 薬師寺　食堂

＜指導内容＞

①総まとめ　代表的な組香「源氏香」を体験ーその２
③修了証の授与(山田法胤理事長)

<講師>堀井暁蓉、竹内眞紀、倉橋寛子、安原恭子

11:00

12:00

実施回数合計 8 回

発表会・大会 回

9

＜指導内容＞

実施回数

教室 8 回

2 9 - 0 0 2 - 0 1


