
平成27年度　事　業　報　告

Ⅰ　書道普及振興事業（公益目的事業 1）

1　展覧会事業

　　⑴　第65回記念中日書道展

　　　　会場及び期間

　　　　愛知県美術館　　　　　　平成27年 6 月17日（水）～ 6月21日（日）

　　　　名古屋市民ギャラリー栄　平成27年 6 月 9 日（火）～ 6月14日（日）

　　　　名古屋市博物館　　　　　平成27年 6 月16日（火）～ 6月28日（日）

　　　　出品点数　　　　　　　　4,494点

　　　　　　　　　　　　　　　　　第 1部（漢　　　字）� 2,755点

　　　　　　　　　　　　　　　　　第 2部（か　　　な）� 501点

　　　　　　　　　内　訳　　　　　第 3部（近代詩文書）� 779点

　　　　　　　　　　　　　　　　　第 4部（少　字　数）� 216点

　　　　　　　　　　　　　　　　　第 5部（篆刻・刻字）� 243点

　　⑵　第66回中日書きぞめ展

　　　　会　　期　平成28年 3 月20日（日）～21日（月・振休）

　　　　会　　場　ナディアパーク　アトリウム

　　　　出品点数　16,031点

　　⑶　中日支部学生書道展

　　　　①　第44回一宮支部学生書道展

　　　　　　会　　期　平成27年11月21日（土）～22日（日）

　　　　　　会　　場　一宮スポーツ文化センター

　　　　　　出品点数　3,636点



　　　　②　第51回半田支部学童書道展

　　　　　　会　　期　平成27年 7 月11日（土）～12日（日）

　　　　　　会　　場　半田市福祉文化会館

　　　　　　出品点数　2,345点

　　　　③　第48回西三河学生書道展

　　　　　　会　　期　平成27年 7 月10日（金）～12日 ( 日）

　　　　　　会　　場　岡崎市美術館

　　　　　　出品点数　5,966点

2 　公開講座事業

　　第19回公開講座

　　日　時　平成27年11月22日（日）

　　会　場　電気文化会館　イベントホール

　　受講者　143名

　　テーマ　「硯の文化」

　　講　師　名倉　鳳山　先生

　　テーマ　「和様・淡墨の書」

　　講　師　理事　松下　英風　先生

3　講演会、講習会、研究会事業

　　⑴　第27回書道教育研修会（実技講習会）

　　　　日　時　平成27年10月12日（月・祝）

　　　　会　場　名古屋国際センター

　　　　参加者　95名

　　　　内　容　書道講話　　　　　　　　　　　　　関根　玉振　先生

　　　　　　　　Ａ　「漢字－古典に学ぶ淡墨の小作品づくり－」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加藤　矢舟　先生

　　　　　　　　Ａ　「近代詩文書－表現の可能性－」　武内　峰敏　先生

　　　　　　　　Ｂ　「かな－かな・あれこれ－」　　　村瀬　俊彦　先生

　　　　　　　　Ｂ　「篆刻－希望の一文字刻印－」　　日比野妃扇　先生



　　⑵　講演会

　　　　①　本部

　　　　　　平成28年 2 月11日（木・祝）　名古屋観光ホテル

　　　　　　演　題　「イスラムは怖いか」

　　　　　　講　師　中日新聞社取締役論説担当兼東京本社論説室論説主幹

　　　　　　　　　　深田　実　先生

　　　　　　参加者　391名

　　　　②　一宮支部

　　　　　　平成28年 3 月 6 日（日）　一宮スポーツ文化センター

　　　　　　演　題　「中国の街で見る漢字」－日中漢字の意味の違いを考える－

　　　　　　講　師　愛知大学地域政策学部教授　文学博士　荒川　清秀　先生

　　　　　　参加者　160名

　　　　③　半田支部

　　　　　　平成28年 3 月 6 日（日）　半田市福祉文化会館

　　　　　　演　題　「円空の生涯」

　　　　　　講　師　円空学会　顧問　長谷川　公茂　先生

　　　　　　参加者　72名

　　　　④　東三河支部

　　　　　　平成27年 7 月 4 日（土）　豊橋商工会議所

　　　　　　演　題　「体験的ジャーナリズム論－ニュースの読み方－」

　　　　　　講　師　元中日新聞事業局　局長　山口　宏昭　氏

　　　　　　参加者　78名

　　　　⑤　西三河支部

　　　　　　平成28年 2 月20日（土）　岡崎市商工会議所

　　　　　　演　題　「嘘か本当か」

　　　　　　講　師　理事長　伊藤　昌石　先生

　　　　　　参加者　116名



　　　　⑥　濃飛支部

　　　　　　平成27年 7 月26日（日）　恵那市恵那文化センター

　　　　　　演　題　「文房四宝　－主に墨について－」

　　　　　　講　師　徳川美術館　学芸部長　四辻　秀紀　先生

　　　　　　参加者　34名

　　　　⑦　岐阜支部

　　　　　　平成27年 5 月31日（日）　岐阜会館

　　　　　　演　題　「筆のこといろいろ」

　　　　　　講　師　一休園代表取締役会長　久保田　哲暁　先生

　　　　　　参加者　70名

　　⑶　半田支部公開書道研修会

　　　　平成27年10月25日（日）　半田市福祉文化会館

　　　　内　容　「楷書の実技講習」

　　　　講　師　副理事長　関根　玉振　先生

　　　　　　　　評 議 員　上小倉　積山　先生

　　　　参加者　48名

Ⅱ　福祉事業（公益目的事業 2）

2015年チャリティー愛の募金　ーしあわせ薄い人々に愛の手をー

　寄託　中日新聞社社会事業団へ200万円

　　　　東海テレビ福祉文化事業団へ100万円

　　　　岐阜支部より中日新聞社会事業団岐阜支部へ10万円



Ⅲ　その他の事業（相互扶助等事業）

1　書道に関する調査研究および発表

　　　調査研究及び発表

2　書道教育者養成及び普及事業

　　⑴　書道教育者の推薦制度

　　　　 3件

　　⑵　外国研修旅行補助

　　　　 0件

3　展覧会事業

　　⑴　第24回寿書展

　　　　会　　期　平成27年11月17日（水）～11月22日（日）

　　　　会　　場　電気文化会館　東西ギャラリー

　　　　出品点数　168点

　　⑵　中日支部展・支部選抜展

　　　　①　一宮支部

　　　　　　第61回支部書道展

　　　　　　会　　期　平成27年11月21日（土）～22日（日）

　　　　　　会　　場　一宮市スポーツ文化センター

　　　　　　出品点数　224点

　　　　②　半田支部

　　　　　　第49回半田支部展

　　　　　　会　　期　平成27年 8 月29日（土）～ 8月30日（日）

　　　　　　会　　場　半田市福祉文化会館

　　　　　　出品点数　138点

　　　　③　西三河支部

　　　　　　第48回西三河支部会員展



　　　　　　会　　期　平成28年 2 月17日（水）～21日（日）

　　　　　　会　　場　岡崎市美術館

　　　　　　出品点数　196点

　　　　④　東三河支部

　　　　　　第39回東三河支部展

　　　　　　会　　期　平成27年 6 月30日（火）～ 7月 5日（日）

　　　　　　会　　場　豊川桜ヶ丘ミュージアム

　　　　　　出品点数　127点

　　　　⑤　東三河支部選抜展

　　　　　　会　　期　平成28年 2 月 9 日（火）～14日（日）

　　　　　　会　　場　豊橋市民文化会館

　　　　　　出品点数　73点

　　　　⑥　濃飛支部展

　　　　　　会　　期　平成27年 7 月24日（金）～26日（日）

　　　　　　会　　場　恵那市恵那文化センター

　　　　　　出品点数　58点

　　　　⑦　北勢支部

　　　　　　会　　期　平成27年 7 月18日（土）～20日（月・祝）

　　　　　　会　　場　四日市市文化会館

　　　　　　出品点数　86点

　　　　⑧　中南勢支部

　　　　　　第29回中南勢支部展

　　　　　　会　　期　平成28年 1 月27日（水）～31日（日）

　　　　　　会　　場　三重県立美術館（県民ギャラリー）

　　　　　　出品点数　76点

　　　　⑨　岐阜支部

　　　　　　第21回岐阜支部会員展

　　　　　　会　　期　平成27年 9 月11日（金）～13日（日）

　　　　　　会　　場　岐阜市民会館

　　　　　　出品点数　295点



4 　講習会・講演会・研究会・研修会事業

　　⑴　講習会

　　　　①　東三河支部

　　　　　　平成27年10月25日（日）諏訪湖

　　　　　　内　容　「リューター体験　ペーパーウエイト作成」

　　　　　　参加者　38名

　　　　②　北勢支部

　　　　　　平成28年 2 月21日（日）ばんこの里会館

　　　　　　内　容　「湯呑・マグカップ絵付け、陶板制作」

　　　　　　参加者　35名

　　⑵　講演会

　　　　①　北勢支部

　　　　　　平成27年 7 月19日（日）四日市市文化会館

　　　　　　演　題　「篆書の魅力」

　　　　　　講　師　副理事長　関根　玉振　先生

　　　　　　参加者　80名

　　　　②　中南勢支部

　　　　　　平成27年10月11日（日）

　　　　　　演　題　「気になる言葉」

　　　　　　講　師　花井　嶺郎　先生

　　　　　　参加者　62名

　　⑶　研究会

　　　　①　西三河支部

　　　　　　平成28年 3 月27日（日）安城市文化センター

　　　　　　中日書道展　作品研究会

　　　　　　参加者　116名



　　⑷　研修会

　　　　①　本部（史跡探訪研修旅行）

　　　　　　平成27年 8 月 4 日（火）～ 5日（水）

　　　　　　伊豆・駿河の研修旅行

　　　　　　「修善寺虹の郷」「沼津御用邸記念公園」「柿田川湧水群」他

　　　　　　参加者　97名

　　　　②　一宮支部

　　　　　　平成27年10月31日（土）

　　　　　　信楽・近江の旅　「MIHO　MUSEUM」「近江八幡」

　　　　　　参加者　126名

　　　　③　半田支部

　　　　　　平成27年11月15日（日）

　　　　　　黒壁スクエア・観峰館　「観峰館特別企画展鑑賞と拓本体験」

　　　　　　参加者　38名

　　　　④　西三河支部

　　　　　　平成27年11月 3 日（火・祝）

　　　　　　福井　「大安禅寺（座禅体験）」「越前和紙の里」

　　　　　　参加者　35名

　　　　⑤　東三河支部

　　　　　　平成27年10月25日（日）

　　　　　　諏訪湖　「原田泰治美術館」

　　　　　　参加者　38名

　　　　⑥　濃飛支部

　　　　　　平成27年11月20日（金）

　　　　　　「徳川園・徳川美術館」「ノリタケの森」

　　　　　　参加者　19名



　　　　⑦　北勢支部

　　　　　　平成27年11月 8 日（日）

　　　　　　近江　「観峰館」他

　　　　　　参加者　35名

　　　　⑧　中南勢支部

　　　　　　平成27年 5 月17日（日）

　　　　　　京都　「太秦映画村（団扇作り体験）」「妙心寺」

　　　　　　参加者　48名

　　　　⑨　岐阜支部

　　　　　　平成27年10月23日（金）

　　　　　　福井　「福井県立恐竜博物館」「福井市美術館」

　　　　　　参加者　26名

5 　福利厚生事業

　　⑴　塾総合保険　54件　　2,055名

　　⑵　会員交流会

　　　　会員交流ボウリング大会

　　　　平成27年12月13日（日）星ヶ丘ボウル

　　　　参加者　87名

6 　老人会色紙贈呈

　　半田支部

　　平成27年 8 月21日（金）

　　寄贈数　720点

　　寄贈先　�半田市・武豊町・阿久比町・東浦町・美浜町・南知多町の各役場か

ら長寿者に贈呈



7 　組織拡大事業

　　・会員増、各種展覧会出品者増の促進を図った。

　　・会員章（門章・襟章）の交付

　　・会員名簿の発行

8　広報活動事業

　　⑴　中日会報

　　　　176号　平成27年 4 月 1 日付け発行

　　　　177号　平成27年 7 月 1 日付け発行

　　　　178号　平成27年10月 1 日付け発行

　　　　179号　平成28年 1 月 1 日付け発行

　　⑵　支部会報

　　　　①　一宮支部

　　　　　　44号　平成27年 6 月 1 日付け発行

　　　　②　半田支部

　　　　　　73号　平成27年 4 月10日付け発行

　　　　　　74号　平成27年10月10日付け発行

　　　　③　西三河支部

　　　　　　69号　平成27年 6 月 1 日付け発行

　　　　　　70号　平成27年12月 1 日付け発行

　　　　④　東三河支部

　　　　　　67号　平成27年10月 1 日付け発行

　　　　⑤　濃飛支部

　　　　　　 5号　平成28年 2 月 1 日付け発行



　　　　⑥　北勢支部

　　　　　　 5号　平成28年 3 月23日付け発行

　　　　⑦　岐阜支部

　　　　　　45号　平成27年 7 月29日付け発行

　　　　　　46号　平成28年 2 月20日付け発行

　　⑶　ホームページ

　　　　随時更新

9　資料文献収集保存事業

　　　継続中

10　書道功労者等顕彰事業

　　　表彰期日　平成27年 6 月21日（日）

　　　会　　場　ウエスティンナゴヤキャッスル

　　　平成27年度功労者として、次の 6氏に表彰状ならびに感謝状を贈呈した。

　　　表彰状　後藤　汀鶯

　　　感謝状　武山　翠屋、中川　貴舟、則武　穹、津田　秋月、武山　昂石

11　福祉事業

　　　一宮支部より中日新聞一宮総局へ10万円

　　　半田支部より中日新聞半田支局へ10万円

　　　西三河支部より中日新聞岡崎支局へ10万円

　　　東三河支部より中日新聞豊橋総局へ10万円

　　　濃飛支部より中日新聞中津川通信局・萩原通信局へ各 5万円

　　　北勢支部より中日新聞四日市支局へ10万円

　　　中南勢支部より中日新聞三重総局へ10万円



Ⅳ　管理業務

本会の事業の遂行のため以下の会議をそれぞれ開催した。

1　総会

　　　平成27年 6 月21日（日）ウエスティンナゴヤキャッスルにて開催

　　　次の議案について審議、原案の通り議決した。

　　　第 1号議案　平成26年度事業報告書の承認に関する件

　　　第 2号議案　平成26年度収支決算書の承認に関する件

　　　第 3号議案　財産目録の承認に関する件

　　　第 4号議案　理事・監事の選任に関する件

2　理事会

　　　第 1回理事会

　　　平成27年 4 月 4 日（土）ホテルキャッスルプラザにて開催

　　　次の議案について審議、原案通り議決した。

　　　役員選任に関する件

　　　第 2回理事会

　　　平成27年 5 月17日（日）本部にて開催

　　　次の議案について審議、原案の通り議決した。

　　　第 1号議案　平成27年度総会提出議案について

　　　　⑴　平成26年度事業報告に関する件

　　　　⑵　平成26年度収支報告に関する件

　　　　⑶　財産目録の承認に関する件

　　　第 2号議案　諸規定に関する件

　　　第 3号議案　理事・監事の選任に関する件

　　　第 4号議案　�平成27年度総会の日時及び場所並びに目的である事項の承認

に関する件



　　　第 3回理事会

　　　平成27年 6 月15日ウエスティンナゴヤキャッスルにて開催

　　　新理事長の選出を行った。

　　　第 4回理事会

　　　平成28年 2 月11日（木・祝）名古屋観光ホテルにて開催

　　　次の議案について審議、原案の通り議決した。

　　　第 1号議案　平成28年度事業計画（案）に関する件

　　　第 2号議案　平成28年度予算（案）に関する件

　　　第 3号議案　資産の運用に関する件

　　　第 4号議案　諸規定の制定並びに改訂に関する件

　　　第 5号議案　評議員の承認に関する件

　　　第 6号議案　正会員の承認に関する件

　　　第 7号議案　審査会員の承認に関する件

3　評議員会

　　　平成28年 2 月11日（木・祝）名古屋観光ホテルにて開催

　　　次の事項について報告をした。

　　　⑴　平成28年度事業計画書について

　　　⑵　平成28年度収支予算書について

　　　⑶　正会員・審査会員の承認ついて

4　企画委員会

　　　⑴　第 1回企画委員会

　　　　　平成27年 4 月 4 日（土）キャッスルプラザ

　　　⑵　第 2回企画委員会

　　　　　平成27年 5 月17日（日）本部

　　　⑶　第 3回企画委員会

　　　　　平成27年 6 月21日（日）ウエスティンナゴヤキャッスル

　　　⑷　第 4回企画委員会

　　　　　平成27年 7 月12日（日）名鉄グランドホテル



　　　⑸　第 5回企画委員会

　　　　　平成27年 9 月13日（日）本部

　　　⑹　第 6回企画委員会

　　　　　平成27年10月12日（月・祝）本部

　　　⑺　第 7回企画委員会

　　　　　平成27年11月22日（日）本部

　　　⑻　第 8回企画委員会

　　　　　平成27年12月 6 日（日）キャッスルプラザ

　　　⑼　第 9回企画委員会

　　　　　平成28年 1 月10日（日）本部

　　　⑽　第10回企画委員会

　　　　　平成28年 2 月11日（木・祝）名古屋観光ホテル

　　　⑾　第11回企画委員会

　　　　　平成28年 3 月13日（日）本部


