
平成30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68回中日書道展

　　　　会場及び期間

　　　　名古屋市民ギャラリー栄　平成30年 6 月19日（火）～ 6月24日（日）

　　　　電気文化会館　　　　　　平成30年 6 月 5 日（火）～ 6月10日（日）

　　　　　　　　　　　　　　　　平成30年 6 月19日（火）～ 6月24日（日）

　　　　名古屋市博物館　　　　　平成30年 6 月20日（水）～ 7月 1日（日）

　　　　出品点数　　　　　　　　4,057点

　　　　　　　　　　　　　　　　　第 1部（漢　　　字）� 2,487点

　　　　　　　　　　　　　　　　　第 2部（か　　　な）� 434点

　　　　　　　　　　内　訳　　　　第 3部（近代詩文書）� 734点

　　　　　　　　　　　　　　　　　第 4部（少　字　数）� 202点

　　　　　　　　　　　　　　　　　第 5部（篆刻・刻字）� 200点

　　⑵　第69回中日書きぞめ展

　　　　会　　期　平成31年 3 月16日（土）～17日（日）

　　　　会　　場　ナディアパーク　アトリウム

　　　　出品点数　15,343点

　　⑶　中日支部学生書道展

　　　　①　第47回一宮支部学生書道展

　　　　　　会　　期　平成30年11月24日（土）～25日（日）

　　　　　　会　　場　一宮スポーツ文化センター

　　　　　　出品点数　3,364点

　　　　②　第54回半田支部学童書道展

　　　　　　会　　期　平成30年 7 月21日（土）～22日（日）



　　　　　　会　　場　半田市福祉文化会館

　　　　　　出品点数　2,244点

　　　　③　第51回西三河学生書道展

　　　　　　会　　期　平成30年 7 月13日（金）～15日（日）

　　　　　　会　　場　岡崎市美術館

　　　　　　出品点数　5,757点

2 　公開講座事業

　　第22回公開講座

　　日　時　平成30年12月 2 日（日）

　　会　場　電気文化会館　イベントホール

　　受講者　123名

　　　　　　「三体千字文から学ぶ」　伊藤　昌石　先生

　　　　　　「私と呉昌碩」　鈴木　立齋　先生

3　講演会、講習会、研究会事業

　　⑴　第31回書道教育研修会（実技講習会）

　　　　日　時　平成30年 8 月 5 日（日）

　　　　会　場　名古屋国際センター

　　　　内　容

　　　　①　漢字・仮名講座

　　　　　　・書道講話　　　　　　　　　　　　　　　　伊藤　仙游　先生

　　　　　　・漢字「－隷書を学ぶ－」　　　　　　　　　 横井　宏軒　先生

　　　　　　・仮名「－かなの魅力－楽しく学びましょう」 高根　桂祥　先生

　　　　　　　参加者　36名

　　　　②　夏休みの課題（実技指導）

　　　　　　対　象　小学 3年生～中学 2年生

　　　　　　参加者　34名



　　⑵　講演会

　　　　①　本部

　　　　　　平成31年 2 月 3 日（日）　名古屋観光ホテル

　　　　　　演　題　「本阿弥光悦－人と書－」

　　　　　　講　師　書跡史学者　増田　孝　先生

　　　　　　参加者　407名

　　　　②　一宮支部

　　　　　　平成31年 1 月27日（日）　一宮スポーツ文化センター

　　　　　　演　題　「筆をもって57年」―その中で魅力を感じたもの―

　　　　　　講　師　関根　玉振　先生

　　　　　　参加者　103名

　　　　③　半田支部

　　　　　　平成31年 3 月 3 日（日）　クラシティ半田

　　　　　　演　題　「日本の心を刻む立川流」

　　　　　　講　師　立川流彫刻家　立川芳郎尚富　先生

　　　　　　参加者　78名

　　　　④　東三河支部

　　　　　　平成30年 7 月14日（土）　ロアージルホテル豊橋

　　　　　　演　題　「筆をもって56年」―その中で魅力を感じたもの―

　　　　　　講　師　関根　玉振　先生

　　　　　　参加者　87名

　　　　⑤　西三河支部

　　　　　　平成31年 2 月23日（土）　岡崎商工会議所

　　　　　　演　題　孫過庭「書譜」について

　　　　　　講　師　佐々木　嵓邦　先生

　　　　　　参加者　150名



　　　　⑥　濃飛支部

　　　　　　平成30年 7 月29日（日）　恵那文化センター

　　　　　　演　題　「源氏物語の魅力」

　　　　　　講　師　桑田　靖之　先生

　　　　　　参加者　53名

　　　　⑦　岐阜支部

　　　　　　平成30年 5 月27日（日）　ホテルグランヴェール岐山

　　　　　　演　題　「八一・孝作そして波郷」

　　　　　　講　師　獅子門道統41世・俳詩『獅子吼』主宰

　　　　　　　　　　大野　鵠士　先生

　　　　　　参加者　65名

　　⑶　半田支部公開書道研修会

　　　　平成30年 9 月23日（日）　半田市福祉文化会館

　　　　内　容　「近代詩文のいろは」書法解説及び実技指導

　　　　講　師　武内　峰敏　先生

　　　　参加者　47名

Ⅱ　福祉事業（公益目的事業 2）

2018年チャリティー愛の募金　－しあわせ薄い人々に愛の手を－

　寄託　本部より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

　　　　各支部より中日新聞社支局等を通じ、中日新聞社社会事業団に寄託

　　　　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へ10万円



　　　　北勢支部より中日新聞四日市支局へ10円

　　　　中南勢支部より中日新聞三重総局へ10万円

　　　　岐阜支部より中日新聞岐阜支局へ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

　　　　 5件

3　展覧会事業

　　⑴　第27回寿書展

　　　　会　　期　平成30年11月27日（火）～12月 2 日（日）

　　　　会　　場　電気文化会館　東西ギャラリー

　　　　出品点数　157点

　　⑵　中日支部展・支部選抜展

　　　　①　一宮支部

　　　　　　第64回支部書道展

　　　　　　会　　期　平成30年11月24日（土）～25日（日）

　　　　　　会　　場　一宮市スポーツ文化センター

　　　　　　出品点数　197点

　　　　②　半田支部



　　　　　　第52回半田支部展

　　　　　　会　　期　平成30年 9 月23日（日）～24日（月・祝）

　　　　　　会　　場　半田市福祉文化会館

　　　　　　出品点数　126点

　　　　③　西三河支部

　　　　　　第51回西三河支部会員展

　　　　　　会　　期　平成31年 2 月20日（水）～24日（日）

　　　　　　会　　場　岡崎市美術館

　　　　　　出品点数　184点

　　　　④　東三河支部

　　　　　　東三河支部展

　　　　　　会　　期　平成30年 7 月10日（火）～ 7月15日（日）

　　　　　　会　　場　豊川市桜ケ丘ミュージアム

　　　　　　出品点数　127点

　　　　⑤　東三河支部選抜展

　　　　　　会　　期　平成31年 2 月 5 日（火）～10日（日）

　　　　　　会　　場　豊川市桜ケ丘ミュージアム

　　　　　　出品点数　65点

　　　　⑥　濃飛支部展

　　　　　　会　　期　平成30年 7 月27日（金）～29日（日）

　　　　　　会　　場　恵那市恵那文化センター

　　　　　　出品点数　64点

　　　　⑦　北勢支部展

　　　　　　会　　期　平成30年 7 月20日（金）～22日（日）

　　　　　　会　　場　四日市市文化会館

　　　　　　出品点数　99点



　　　　⑧　中南勢支部展

　　　　　　会　　期　平成30年11月14日（水）～18日（日）

　　　　　　会　　場　三重県立美術館（県民ギャラリー）

　　　　　　出品点数　77点

　　　　⑨　岐阜支部

　　　　　　第24回岐阜支部展

　　　　　　会　　期　平成30年 9 月14日（金）～16日（日）

　　　　　　会　　場　岐阜市民会館

　　　　　　出品点数　261点

　　⑶　愛知県・江蘇省友好書道展

　　　　会　　期　平成30年 6 月19日（火）～24日（日）

　　　　会　　場　電気文化会館

　　　　出品点数　60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31年 2 月10日（日）　豊川市桜ケ丘ミュージアム

　　　　　　内　容　「絵手紙を書こう」

　　　　　　講　師　画家　山内　伸　先生

　　　　　　参加者　30名

　　　　②　北勢支部

　　　　　　平成31年 2 月17日（日）　じばさん三重

　　　　　　内　容　「ハガキに小さな絵を描こう」

　　　　　　講　師　日本画家　宇野　サチノ　先生

　　　　　　参加者　30名

　　⑵　講演会



　　　　①　北勢支部

　　　　　　平成30年 7 月22日（日）四日市市文化会館

　　　　　　演　題　「近代詩文書を書く」

　　　　　　講　師　黒田　玄夏　先生

　　　　　　参加者　106名

　　　　②　中南勢支部

　　　　　　平成30年11月17日（土）

　　　　　　演　題　「半泥子の思い出」

　　　　　　講　師　川喜多半泥子の御孫　川喜多　久　氏

　　　　　　参加者　82名

　　⑶　研究会

　　　　①　西三河支部

　　　　　　平成31年 3 月17日（日）安城市文化センター

　　　　　　中日書道展　作品研究会

　　　　　　参加者　106名

　　⑷　研修会

　　　　①　一宮支部

　　　　　　平成30年10月28日（日）

　　　　　　「澄懐堂美術館」「パラミタミュージアム」

　　　　　　参加者　83名

　　　　②　半田支部

　　　　　　平成30年11月11日（日）

　　　　　　「高田本山・専修寺」「石水博物館」「澄懐堂美術館」

　　　　　　参加者　38名

　　　　③　西三河支部

　　　　　　平成30年10月30日（火）



　　　　　　京都　「実相院」「龍安寺」

　　　　　　参加者　38名

　　　　④　東三河支部

　　　　　　平成30年10月28日（日）

　　　　　　MOA美術館

　　　　　　参加者　40名

　　　　⑤　濃飛支部

　　　　　　平成30年11月11日（日）

　　　　　　「澄懐堂美術館」「パラミタミュージアム」

　　　　　　参加者　20名

　　　　⑥　北勢支部

　　　　　　平成30年11月18日（日）

　　　　　　「黄檗山萬福寺」「史跡　寺田屋」

　　　　　　参加者　36名

　　　　⑦　中南勢支部

　　　　　　平成30年10月21日（日）

　　　　　　「道風記念館」「メナード美術館」

　　　　　　参加者　68名

　　　　⑧　岐阜支部

　　　　　　平成30年11月22日（木）

　　　　　　奈良「石山寺・延暦寺―国宝を訪ねて」

　　　　　　参加者　34名

5 　福利厚生事業

　　　　①　塾総合保険　68件　1,602名



6 　老人会色紙贈呈

　　半田支部

　　平成30年 8 月31日（金）

　　寄贈数　640点

　　寄贈先　�半田市・武豊町・阿久比町・東浦町・美浜町・南知多町の各役所・

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

8　広報活動事業

　　⑴　中日会報

　　　　188号　平成30年 4 月 1 日付け発行

　　　　189号　平成30年 8 月 1 日付け発行

　　　　190号　平成30年10月 1 日付け発行

　　　　191号　平成31年 1 月 1 日付け発行

　　⑵　支部会報

　　　　①　一宮支部

　　　　　　47号　平成30年 6 月 1 日付け発行

　　　　②　半田支部

　　　　　　79号　平成30年 5 月10日付け発行

　　　　　　80号　平成30年10月10日付け発行

　　　　③　西三河支部

　　　　　　75号　平成30年 6 月 1 日付け発行

　　　　　　76号　平成30年12月 1 日付け発行

　　　　④　東三河支部

　　　　　　70号　平成30年10月 1 日付け発行



　　　　⑤　濃飛支部

　　　　　　 5号　平成31年 2 月 1 日付け発行

　　　　⑥　北勢支部

　　　　　　 8号　平成31年 3 月付け発行

　　　　⑦　岐阜支部

　　　　　　51号　平成30年 7 月31日付け発行

　　　　　　52号　平成31年 2 月21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30年 6 月24日（日）

　　会　　場　ナゴヤキャッスルホテル

　　平成29年度功労者として、次の13氏に表彰状ならびに感謝状を贈呈した。

　　表彰状　伊藤　昌石、松永　清石、黒野　清宇、中島　藍川

　　感謝状　上田　賦草、近藤　浩乎、佐藤　慶雲、富田　栄楽、中野　玉英

　　　　　　小島　瑞柳、山田　杏華、岩田　澗流、林　玲玉

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30年 6 月24日（日）　ナゴヤキャッスルホテルにて開催



　　　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29年度事業報告書の承認に関する件

　　　第 2号議案　平成29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

　　　　　　　　　監査報告

　　　報告事項　名誉顧問の承認に関する件

　　　　　　　　会計処理規定の制定について

2　理事会

　　・第 1回理事会

　　　平成30年 6 月 2 日（土）　本部にて開催

　　　次の議案について審議、原案通り議決した。

　　　第 1号議案　平成30年度総会提出議案について

　　　　⑴　平成29年度事業報告に関する件

　　　　⑵　平成29年度収支報告に関する件

　　　　⑶　財産目録の承認に関する件

　　　　　　監査報告

　　　第 2号議案　�平成30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号議案　会計処理規定の制定に関する件

　　　第 4号議案　名誉顧問の承認に関する件

　　・第 2回理事会

　　　平成31年 2 月 3 日（日）　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31年度事業計画（案）に関する件

　　　第 2号議案　平成31年度予算（案）に関する件

　　　第 3号議案　審査会員の承認に関する件

　　　第 4号議案　特別昇格者の承認に関する件

　　　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　名誉顧問の承認に関する件

　　　第 8号議案　新役員選考委員の選出に関する

3　評議員会

　　　平成31年 2 月 3 日（日）　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31年度事業計画書について

　　　　⑵　平成31年度収支予算書ついて

　　　　⑶　評議員の承認ついて

　　　　⑷　正会員の承認について

　　　　⑸　審査会員の承認について

4　企画委員会

　　　⑴　第 1回企画委員会

　　　　　平成30年 4 月 8 日（日）　キャッスルプラザ

　　　⑵　第 2回企画委員会

　　　　　平成30年 6 月 2 日（土）　本部

　　　⑶　第 3回企画委員会

　　　　　平成30年 6 月24日（日）　ナゴヤキャッスルホテル

　　　⑷　第 4回企画委員会

　　　　　平成30年 7 月15日（日）　名鉄ニューグランドホテル

　　　⑸　第 5回企画委員会

　　　　　平成30年 9 月17日（月・祝）　本部

　　　⑹　第 6回企画委員会

　　　　　平成30年10月13日（土）　本部

　　　⑺　第 7回企画委員会

　　　　　平成30年11月 4 日（日）　本部

　　　⑻　第 8回企画委員会

　　　　　平成30年12月 9 日（日）　本部

　　　⑼　第 9回企画委員会

　　　　　平成31年 1 月 5 日（土）　本部



　　　⑽　第10回企画委員会

　　　　　平成31年 2 月 3 日（日）　名古屋観光ホテル

　　　⑾　第11回企画委員会

　　　　　平成31年 3 月17日（日）　本部


