
公益財団法人お香の会

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。

(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する。

(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を推進する。

(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。

(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。

(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。

(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。

(8) その他この法人の目的を達成するために必要な事業。

　　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 29.3末現在
（人）

種　　類 前年 今年 増減
個人会員 51 53 2
法人会員 17法人 19法人 2

事　業 報 告

（平成28年4月1日から平成29年3月31日）

平成23年7月1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

理事･監事

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

常務理事        畑　　正高 非常勤 無 株式会社松栄堂代表取締役

常務理事 非常勤 無 株式会社玉初堂代表取締役

理 事 非常勤 無

理 事 　　大谷香代子 非常勤 無

理 事 　　小山　新造 非常勤 無 小山株式会社代表取締役

理 事 非常勤 無 田園調布学園大学准教授

理 事 非常勤 無

役職 常勤･非常勤 報酬等

監 事 非常勤 無 法相宗大本山薬師寺管主

監 事 非常勤 無 東口会計事務所所長　税理士

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

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 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

評議員 非常勤 無 学校法人白藤学園理事長

　　８、職員関する事項 （平成29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 2008年1月1日 一般事務

職 員 非常勤 無 2008年1月1日 一般事務

担当職務･現職

薬師寺執事

香道御家流教授、

香道御家流教授

村上　太胤

山田　法胤

医療法人和敬会国見が丘病院理事長

同朋大学学長

香道御家流教授

山田　英夫

氏名 担当職務･現職

東口　哲夫

氏名

安田　暎胤

小畑　洋子

綿谷　正之

筒井　寛昭

山本　　潤

太田　清史

氏名

三井　正昭

堀井　暁蓉

生駒　基達

中原　篤徳

山之内志津

中造　和夫

氏名

担当職務･現職

華厳宗東大寺長老

植松　伶子

松久保秀胤
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　　９、役員会等に関する事項

理事会

会議結果

　　承認について 承認可決

２、理事候補者２名、監事候補者２名選任の件 承認可決

３、定時評議員会招集の件 承認可決

　　評議員会の目的である事項

　　　決議事項
　　① 平成2７年度事業報告（案）並びに会計決算報

告（案）承認について

　　② 理事２名選任の件

　　③ 監事２名選任の件

報告事項

１、「第31回国民文化祭あいち・２０１６」出展の件

２、平成28年度[伝統文化親子香道教室」事業計画について

審議事項

承認可決

２、文化庁伝統文化親子教室事業開講について 承認可決

３、国民文化祭・あいち2016準備状況について 承認可決

報告事項

審議事項

１、平成２９年度事業計画及び会計予算（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

３、任期満了に伴う理事候補者選定の件 承認可決

（理事候補者6名選定）

報告事項

１、平成２８年度事業中間報告について

２、国民文化祭開催県の決定について

３、平成28年度伝統文化親子香道教室事業終了報告について

評議員会

会議結果

決議事項

承認可決

２、評議員２名及び理事２名選任の件 承認可決

報告事項

３、平成28年度特定目的事業「親子香道教室」開催

　　要領とその概要報告

１、代表理事、常務理事の職務実行状況の報告

平成29年2月20日

　　場所　薬師寺内会議室

　　日時　平成28年6月17日（金）午前10時３０分開始

１、特定目的事業「親子香道教室」の進め方

開催年月日

議　事　事　項開催年月日

平成28年5月20日 1、平成27年度事業報告（案）並びに会計決算報告（案）

平成28年6月17日

２、第31回国民文化祭あいち・201６準備状況報告

議　事　事　項

 1、平成2８年度事業計画並びに会計予算の報告

1、平成27年度事業報告（案）並びに会計決算報告（案）平成28年6月17日

　　承認について

3 ページ



Ⅱ、事業の概況

　　当財団は、定款に定める事業を活動を積極的に展開いたしました。公益目的事業公１

　　「伝統文化香道を守り、継承するとともに、香道の普及をはかり、わが国文化の発展

　　に寄与する。」公２「香道の普及･啓発を目的として活動する個人及び団体に対し公募

　　による助成・支援する。」についての事業活動は後述の通りであります。

　　１、特に、今年度は5年間の「特定目的事業」”親子香道教室”最終年度となるため過

　　去５年間の活動を取りまとめた記録集を作成いたしました。

　　２、第3１回国民文化祭あいち・2016へ出展しました。本年度は文化庁が行う国民文

　　化祭分野別フェスティバル事業に応募採択されました。従って独自企画により、名古屋

　　市千種区にある古川美術館並びに同為三郎記念館に於いて盛大に開催いたしました。

　　３、また、財団が公益法人認定後はじめて主務官庁である内閣府による立入り検査を受

　　けました。

　　１、公益目的事業

（1）普及啓発事業、 公１

　　香席の開筵、講習会、講演会、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りました。

　　今年度は、特定目的事業「親子香道教室」最終年度に当たるため５年間の総

　　括記録集を作成いたしました。

（2）国民文化祭事業 公１

　　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、また香木からの製造工程の実演、参加体験を通じ香道を紹介しました。

　　今年度は、文化庁伝統文化分野別フェスティバルに応募し採択されたため、

　　国の委託事業として出展いたしました。財団独自の企画をして、名古屋市内

　　古川美術館及び同分館為三郎記念館に於いてで盛大に開催いたしました。

（3）伝統文化伝承支援事業 公１

　　伝統文化香道を伝承するため、伝統行事での献香、余香席開筵する等伝統文

　　化の伝承を支援しました。

（4）伝統文化活動助成・支援事業 公２

　　伝統文化香道の伝承・普及を目的に活動する個人および法人の申請に対し、

　　財団の基準により、講師の派遣、道具の貸与をおこないました。

      文化庁伝統文化親子教室事業に採択され、全9回のカリキュラムに基づく「

　　伝統文化親子香道教室」を実施いたしました。

（5）伝統文化国際交流事業 公２

　　国際交流団体、官公庁からの要請を受け入れ香席を開催するなど伝統文化

　　香道を通じて国際交流を行いました。特に北京大学との交流がありました。

　　リトアニアからの招聘で現地４都市で体験香や親子香道教室を開きました。

（6）調査研究事業 公１

　　香木、香道具、香に関する資料、道具を収集、研究、保存に努めました。

4 ページ



（7）広報教宣事業 公１

　　香に関する情報を収集、印刷物やＩＴを媒体とした教育宣伝広報活動に努

　　めました。

（8）その他この法人の目的を達成するための事業

　　 財団運営維持のため、以下の事業を実施しました。

（１)財団維持発展のため維持会員の募集、拡大。

Ⅲ、事業の実施状況

　　

　 一般公募による「吉祥天に因むお香とお茶の会」を盛会に開催しました。
薬師寺
Ｈ29.1.15　お香席　8席　お茶席　8席　　参加者　405人
　　　　　　御家流宗家　三條西尭水宗匠指導、裏千家　吉村宗實師指導　
東京別院
H29.2.11 お香席　30　名　お茶席　30　名  

御家流　小畑洋子師指導　　　表千家　南川實恵子師指導
午前、午後席を開筵延べ６０人の参加を得ました。

※本年度は文化庁が行う事業平成２８年度国民文化祭分野別フェスティバル
　　に採択され委託事業として開催いたしました。

第３３回国民文化祭・おおいた2018

第３４回国民文化祭・にいがた2019

第３５回国民文化祭・みやざき2020

　　　名古屋市　「古川美術館、同為三郎記念館」
　　　　　平成28年11月5日から11月6日 於 名古屋市千種区
　　　　　香道御家流宗家、志野流家元を招聘して開催
　　　　　聞香席の開筵、一炷聞香コーナー、ミニ講演コーナー

（２）　国民文化祭事業

（ア）　「第3１回国民文化祭・あいち2016」に出展しました。

平成３０年度　　大分県

平成３１年度　　新潟県

平成３２年度　　宮崎県

（ア）吉祥天に因むお香とお茶の会

　　　　　聞香席入席数396人　入場者　約1026人超

　　　　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）普及啓発事業

（イ）　平成３０年度以降の国民文化祭開催地が決定されました

公益目的事業

　　　　　香道具展示コーナー、パネル紹介コーナー
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　2月11日薬師寺東京別院

かぐわしき日本の香り「伝統文化親子香道教室」を一般公募で

香道教室を全9回開催しました。

2016/6/26 　於　薬師寺まほろば会館 62名（留学生２８名、日本人３４名）

講師　堀井暁蓉　　

　　 2016/12/23 　於：薬師寺まほろば会館　16名　

　　            中国北京大学「日本の伝統文化を学ぶ会」皆様

講師　堀井暁蓉　　

2017/1/19 　於：薬師寺まほろば会館　第１席15名、第２席15名　

　　            中国北京大学ＯＢ「北京日本文化愛好会」皆様

講師　堀井暁蓉　　

（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、

　　　　文化庁が実施する伝統文化親子教室事業に参加致しました。

（ウ）修正会の法楽「吉祥天にちなむお香とお茶の会」開催

　　　　　1月15日奈良薬師寺、

（３）伝統文化伝承支援事業

（５）国際交流事業

　(ア) 外国人に香道を体験させ、国際交流をはかる

　　　　28.10.08　　天武忌法要において献香　志野流家元蜂谷宗玄宗匠

　　　　志野流　薬師寺教室、東京事務所教室、

 (ウ) 指導者の派遣・斡旋事業

　　　　　             　外国人との交流を目的とした香席

　　　　　地域、職域等からの香道体験講習会への指導者要請に対応しました。

　　　　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

（イ）文化庁が行う平成28年度伝統文化親子教室事業へ参加。

 (４)　助成・支援事業

　(ア) 　伝統行事での献香等を伝承支援する事業

　　　　2903.27       薬師寺花会式において献香　　御家流宗家三條西尭水宗匠

　　　　28.04.17　　薬師寺最勝会において行香　御家流宗家三條西尭水宗匠

　　　　28.06.22　　薬師寺大道忌において供香　御家流小畑洋子師範

　　　　29.01.01　  薬師寺東京別院修正会法要において供香　御家流小畑洋子師範
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（イ） リトアニアからの招聘で現地４都市で体験香や親子香道教室を開きました。
2016/8/30 リトアニア（在リトアニア日本大使館内）　午前２４名、午後３０名

2016/8/31 リトアニア（カウナス）旧日本領事館）　　１０名

2016/9/3 リトアニア（アリートウス市立劇場）　　　舞台３名　観客１００名

2016/9/5 リトアニア（ザラサイ地区公立図書館）　　香席３０名、

市長、副市長、日本大使夫妻出席

　５年間の活動を納めた写真冊子を発刊いたしました。

　○

　  ました。５年間の（平成24年度から28年度まで）全教室を集録した、記録

　  集を編纂していました。

　　　　　首都圏・関東、中部、信越、近畿、中国、四国、九州の各地で開催いたし

　　いたしました。

　　平成24年度から実施してきた特定目的事業『親子香道教室』を全国で展開

　　　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。

　　　　　本年度は５年計画の特別事業「親子香道教室」最終年度に当たるため

　　　名古屋教室　10回（4月から3月）

　　イ、行事写真集やＤＶＤを制作して目で見る広報を行いました。

　　　ア、香道並びに香道具の収集・調査研究

　　　イ、香木の収集、香木の確保のための活動を進めています。

＜香道講習会＞

（７） 広報教宣事業

特定目的事業「親子香道教室」を次のとおり実施しました。

（６）調査研究事業

　　 　　　　  薬師寺教室　  5回（10月から3月） 土曜日教室

　御家流　　　薬師寺教室　10回（4月から3月）　水曜日教室

　　　　　　　東京教室　　11回（4月から3月）

　志野流　　　薬師寺教室　10回（4月から3月）

　　　　　　　東京教室　　9回（4月から3月）
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【開催状況】

28.5.10 東京都世田谷区 世田谷区民俗資料館 52人 小畑洋子

28.8～9 リトアニア 大使館招待　　親子香席 四都市 小畑洋子

28.10.1 埼玉県川越市 川越市立博物館 70人 小畑洋子

28.10.23 京都府城陽市 寺田コミュニティーセンター 21人 堀井暁蓉

23.10.08 奈良市 薬師寺　天武忌香 97人 蜂谷宗苾

28.11.09 奈良県桜井市 桜井市立中央公民館 17人 堀井暁蓉

28.11.15 奈良市 日本和装倶楽部 17人 堀井暁蓉

29.01.21 宮城県多賀城市 宮城県立歴史博物館 62人 小畑洋子

29.01.27 奈良市 奈良女子大学付属小学校 62人 堀井暁蓉

29.02.17 奈良市 奈良女子大学付属小学校 51人 堀井暁蓉

29.02.21 京都市西京区 京都光華女子学園 57人 堀井暁蓉

29.03.05 愛知県大府市 大府市立歴史民俗資料館 60人 堀井暁蓉

　○ 文化庁補助事業「伝統文化親子香道教室」を実施しました。

Ｈ28.6.1～28.12.31 薬師寺慈恩殿

参加延べ　157名 全9回の教室

※実施内容は「親子香道教室実施内容一覧表」

8 ページ



＜親子香道教室実施内容一覧表＞

NO

1

2

3

H28.11.23

H28.12.23

4

5

6

7

10：00
～

12：00

10：00
～

12：00

実施日
実施時間

H28.6.26

H28.7.17

H28.8.28

H28.9.26

H28.10.23

日

水

金

10：00
～

12：00

10：00
～

15：00

10：00
～

15：00

10：00
～

12：00

10：00
～

12：00

回
数

1

2

2

曜日

日

日

日

日

薬師寺慈恩殿

薬師寺慈恩殿

薬師寺慈恩殿

1

1

1

1

＜講師名＞　　　堀井暁蓉　浅井知枝　倉橋寛子
＜指導内容＞　・組香の解説、今日の虫撰香の解説
　　　　　　　・　香席体験　虫撰香
　　　　　　　・　硯点前の体験
　　　　　　　・　灰点前の体験
＜講師名＞　　　堀井暁蓉　浅井知枝　倉橋寛子
＜指導内容＞　・香席　本席「紅葉香」の開筵し席入り
　　　　　　　・席入りの仕方
　　　　　　　・灰点前の実習

＜講師名＞　　　堀井暁蓉　竹内真紀　倉橋寛子
＜指導内容＞　・親子香道教室の総括
　　　　　　　・本席入り「源氏香」を開筵　（発表会）
　　　　　　　・修了式　修了証書授与

教室　８回　　修了式　１回　　合計　９回

開催場所

薬師寺慈恩殿

薬師寺慈恩殿

薬師寺慈恩殿

薬師寺慈恩殿

参加人数

２６人

実施回数

指導内容

＜講師名＞　　　堀井暁蓉　浅井知枝　倉橋寛子
＜指導内容＞
　　　　　　　・ガイダンス　伝統文化香道について学習
　　　　　　　・香木を見て手に持つ、聞香炉で実際に香り
を聞く

＜講師名＞　　　堀井暁蓉　浅井知枝　倉橋寛子
＜指導内容＞・香席での心得　作法ーその1
　　　　　　　・数種類の香を聞き違いを聞き分ける
　　　　　　　・香道具の名前と使い方
　　　　　　　・籬(まがき香）－午前、七夕香-午後

＜講師名＞　　　堀井暁蓉　浅井知枝　倉橋寛子
＜指導内容＞　・香炉の持ち方、聞き方のおさらい
　　　　　　　・お香席を開く　　朝顔香ー午前、菊花香ー
午後
　　　　　　　・灰点前の体験

＜講師名＞　　　堀井暁蓉　浅井知枝　倉橋寛子
＜指導内容＞　・月の満ち干と呼び名について解説
　　　　　　　・香道の組香について解説
　　　　　　　・お香席を開筵　「月見香」　を体験する

２９人

２５人

２８人

２４人

２６人

２７人




