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公益財団法人お香の会

　　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する。　　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を推進する。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)

　　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 R2.3末現在
（人）

種　　類 前年 今年 増減
個人会員 52 64 12
法人会員 19法人 19法人 0

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

　　　　　（平成31年4月1日から令和2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

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2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

 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

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

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

評議員会長

氏名

三井　正昭

藤井　孝之

山之内志津
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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

２、評議員候補者６名、理事候補者6名、監事候補者２名選定の件承認可決

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

　　① 平成30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６名、理事候補者6名、監事候補者２名

選任の件 承認可決

4、平成31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

審議事項

１、理事　山田法胤氏を代表理事・理事長に選定の件 承認可決

承認可決

１、評議員候補者6名選定の件 承認可決

２、監事候補者2名選定の件 承認可決

審議事項

承認可決

報告事項

1、第34回国民文化祭・にいがた2019開催報告について

2、平成31年度伝統文化親子香道教室事業報告について

審議事項

１、令和２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

３、一般会計から基本財産、特定費用準備資金に振替える件 承認可決

基本財産　5,000千円、特定費用準備資金　5000千円

報告事項

１、平成31年度事業中間報告について

２、代表理事、業務執行理事の職務執行状況について

1、「第３４回国民文化祭・にいがた2019」出展準備状況について

令和1年5月22日 1、平成30年度事業報告（案）並びに会計決算報告（案）

　　日時　令和元年６月１９日(水）午前11時から

　　場所　薬師寺内会議室

開催年月日 議　事　事　項

令和1年12月15日 １、文化庁「令和2年度伝統文化親子教室事業」支援金要望書提出の件

令和2年2月22日

2、寄附金の受け入れについて

3、代表理事、常務理事の職務執行状況の報告

令和1年6月19日

 2、理事　畑　正高、中造和夫氏を業務執行理事・常務理事に

　　選定の件

令和1年6月24日 審議事項
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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

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2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

 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

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

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

評議員会長

氏名

三井　正昭

藤井　孝之

山之内志津

　　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

２、評議員候補者６名、理事候補者6名、監事候補者２名選定の件承認可決

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

　　① 平成30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６名、理事候補者6名、監事候補者２名

選任の件 承認可決

4、平成31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

審議事項

１、理事　山田法胤氏を代表理事・理事長に選定の件 承認可決

承認可決

１、評議員候補者6名選定の件 承認可決

２、監事候補者2名選定の件 承認可決

審議事項

承認可決

報告事項

1、第34回国民文化祭・にいがた2019開催報告について

2、平成31年度伝統文化親子香道教室事業報告について

審議事項

１、令和２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

３、一般会計から基本財産、特定費用準備資金に振替える件 承認可決

基本財産　5,000千円、特定費用準備資金　5000千円

報告事項

１、平成31年度事業中間報告について

２、代表理事、業務執行理事の職務執行状況について

1、「第３４回国民文化祭・にいがた2019」出展準備状況について

令和1年5月22日 1、平成30年度事業報告（案）並びに会計決算報告（案）

　　日時　令和元年６月１９日(水）午前11時から

　　場所　薬師寺内会議室

開催年月日 議　事　事　項

令和1年12月15日 １、文化庁「令和2年度伝統文化親子教室事業」支援金要望書提出の件

令和2年2月22日

2、寄附金の受け入れについて

3、代表理事、常務理事の職務執行状況の報告

令和1年6月19日

 2、理事　畑　正高、中造和夫氏を業務執行理事・常務理事に

　　選定の件

令和1年6月24日 審議事項
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評議員会

会議結果

決議事項

承認可決

２、理事6名選任の件 承認可決

３、評議員6名、監事2名選任の件 否決

報告事項

1、第3４回国民文化祭・にいがた2019準備状況報告

2、平成31年度伝統文化親子教室事業「親子香道教室」開催

決議事項

1、評議員6名選任の件 承認可決
２、監事2名選任の件 承認可決

Ⅱ　事業の概況

　　当財団は、定款に定める事業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。」についての活動は下記の通りであります。

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、1/26薬師寺東京別院で盛大に開催い

たしました。薬師寺では、お香席7席、お茶席7席を用意、早朝からの来場者で境内は終日

にぎわいました。今年はお香席会場の立礼席をはじめて食堂に於いて開筵し好評を得ました。

東京別院では午前席、午後席を設けお香・お茶をゆっくりとお楽しみいただきました。

〇香道体験は、全国17か所で開催しました。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。

〇国民文化祭は新潟県で開催されました。当財団は新潟市内白山神社庭園内の燕喜館(登録有

　　形文化財）に於いて「お香の祭典」を実施しました。県内各地からの来場者が10/26日・27

　　日の二日間で延べ1300人を超える参加を得て盛大に開催できました。

〇文化庁が主催する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しました。　

〇国際交流事業は、宮崎県延岡市において、台湾学生と邦人学生との交流香席をはじめて開

催しました。またチューリッヒからの使節団を受け入れ交流を深めました。

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、2～3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。

　　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。

開催年月日 議　事　事　項

令和1年6月19日 1、平成30年度事業報告（案）並びに会計決算報告（案）承認の件

令和1年6月27日

　　吉祥天にちなむお香とお茶の会を薬師寺・薬師寺東京別院で盛大に開催しました。

　　新しい試みとして、学校での「香道体験教室」開催いたしました。

　　親子香道教室は、文化庁伝統文化親子教室事業に採択されたため（４）伝統文化

　　活動助成支援事業として開催しました。

（2）国民文化祭事業 公１

　　香席を設け、香道家元・宗家からの解説のもと香道を体験いただきました。

　　今年度は、新潟県新潟市実行委員会事業に採択され補助金対象事業として開催い

　　たしました。新潟市ではエリア別事業として全面的に支援いただき大盛況となり

　　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として、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。特に植松評議員のご尽力により台湾からの交換留

　　学生との交流香席が実現しました。フランスのパリでの日仏文化交流に御家流宗

　　家、小畑評議員が参加、財団からは香道案内のパネルを提供いたしました。

（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。

（7）広報教宣事業 公１

　　香に関する情報を収集、印刷物やホームページを媒体とした教育宣伝広報活動に

　　努めました。

      読売新聞、産経新聞、朝日新聞、毎日新聞、奈良新聞、新潟日報に香道記事を掲載

　　し、広く香道を紹介しました。

（8）その他この法人の目的を達成するための事業

　　２、財団運営維持のため、以下の事業を実施しました。

（1）高齢者の退会があるため、維持会員の募集を進めました。

      今年度新規会員13名の入会を得、高齢による退会者を差引、12名の増加と

      なりました。
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　　吉祥天にちなむお香とお茶の会を薬師寺・薬師寺東京別院で盛大に開催しました。

　　新しい試みとして、学校での「香道体験教室」開催いたしました。

　　親子香道教室は、文化庁伝統文化親子教室事業に採択されたため（４）伝統文化

　　活動助成支援事業として開催しました。

（2）国民文化祭事業 公１

　　香席を設け、香道家元・宗家からの解説のもと香道を体験いただきました。

　　今年度は、新潟県新潟市実行委員会事業に採択され補助金対象事業として開催い

　　たしました。新潟市ではエリア別事業として全面的に支援いただき大盛況となり

　　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として、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。特に植松評議員のご尽力により台湾からの交換留

　　学生との交流香席が実現しました。フランスのパリでの日仏文化交流に御家流宗

　　家、小畑評議員が参加、財団からは香道案内のパネルを提供いたしました。

（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。

（7）広報教宣事業 公１

　　香に関する情報を収集、印刷物やホームページを媒体とした教育宣伝広報活動に

　　努めました。

      読売新聞、産経新聞、朝日新聞、毎日新聞、奈良新聞、新潟日報に香道記事を掲載

　　し、広く香道を紹介しました。

（8）その他この法人の目的を達成するための事業

　　２、財団運営維持のため、以下の事業を実施しました。

（1）高齢者の退会があるため、維持会員の募集を進めました。

      今年度新規会員13名の入会を得、高齢による退会者を差引、12名の増加と

      なりました。
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Ⅲ　事業の実施状況

１、

（１）普及啓発事業

実施状況は10ページ「香道体験教室」に記載の通りです。

　 一般公募による「吉祥天にちなむお香とお茶の会」を盛会に開催しました。

薬師寺

R2.1.15 お香席　7席　お茶席　7席　　参加者３2０名

　　　　　志野流家元　蜂谷宗玄宗匠指導、裏千家淡交会　高田宗邦師指導

お香席会場をまほろば会館と食堂に変更し、食堂会場ではじめて

立礼席を採用しました。

東京別院

R2.1.26 お香席、お茶席　参加者　70名  

御家流 小畑洋子師、表千家 南川實恵子師、中国茶 岩咲ナオコ氏指導

午前、午後席を開筵、一般公募者62名の参加を得ました。

令和元年10月8日　　志野流蜂谷宗苾若宗匠指導　

午前と午後の2席開筵しました。　

　　　10/26　御家流宗家　三條西堯水宗匠　2会場で８席
　　　10/27　志野流家元　蜂谷宗玄宗匠　　2会場で８席

　　③　一炷聞香体験、文香つくり体験　２日間 　延べ400名

　　④　パネル展と香道具の展示　　　　２日間 延べ200名

（２）　国民文化祭事業

（ア）　「第34回国民文化祭・にいがた2019」に出展しました。

　　　　○　令和元年10月26日・27日 於 新潟県新潟市 燕喜館　　来場者1,307名
　　　　　　御家流宗家、志野流家元を招聘して開催

　　①　香道二大流派宗家、家元の指導によるお香席開筳　延べ　507名

　　②　ミニ講演会　講師　生駒理事　1 日4 回　計8回　延べ200名

公益目的事業

　　　　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。

（イ）吉祥天に因むお香とお茶の会

（ウ）奈良県大芸術祭に参加　於　薬師寺まほろば会館　　一般公募　103名

（ア）香道体験教室

（イ） 第35回国民文化祭・みやぎ2020「いざや、みやざき宵祭り」に出展しました。
場所　宮崎県庁前広場　来場者：300名
内容　一聞香体験、文香つくり、香道具の展示。

進めています。

第３５回国民文化祭・みやざき2020
出展決定　2020.10.31～11.1　
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。

同余香席　1席　21名　　於　慈恩殿

於　薬師寺東京別院

同余香席　2席　10３名　於　まほろば会館

 於　薬師寺東京別院

　  １月１５日　奈良薬師寺
 １月２６日　薬師寺東京別院

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9回開催、延べ313人の参加を得ました。

　　　　１.06.22　　薬師寺大道忌において供香　御家流小畑洋子師範

　　　　１.10.08　　天武忌法要において献香　志野流家元蜂谷宗玄宗匠

　　　　２.01.01　   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

（イ）修正会の法楽「吉祥天にちなむお香とお茶の会」開催

 (４)　助成・支援事業

（ウ）　令和２年度以降の国民文化祭開催地を内定しましたので、出展に向けた準備を

宮崎県宮崎市

和歌山県海南市

（３）伝統文化伝承支援事業

　(ア) 　伝統行事での献香等を伝承支援する事業

　　　　31.04.21　　薬師寺最勝会において行香 志野流家元 蜂谷宗玄宗匠

（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、福岡教室

　　　　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

（イ）文化庁事業「平成3１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
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（イ） 第35回国民文化祭・みやぎ2020「いざや、みやざき宵祭り」に出展しました。
場所　宮崎県庁前広場　来場者：300名
内容　一聞香体験、文香つくり、香道具の展示。

進めています。

第３５回国民文化祭・みやざき2020
出展決定　2020.10.31～11.1　
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。

同余香席　1席　21名　　於　慈恩殿

於　薬師寺東京別院

同余香席　2席　10３名　於　まほろば会館

 於　薬師寺東京別院

　  １月１５日　奈良薬師寺
 １月２６日　薬師寺東京別院

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9回開催、延べ313人の参加を得ました。

　　　　１.06.22　　薬師寺大道忌において供香　御家流小畑洋子師範

　　　　１.10.08　　天武忌法要において献香　志野流家元蜂谷宗玄宗匠

　　　　２.01.01　   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

（イ）修正会の法楽「吉祥天にちなむお香とお茶の会」開催

 (４)　助成・支援事業

（ウ）　令和２年度以降の国民文化祭開催地を内定しましたので、出展に向けた準備を

宮崎県宮崎市

和歌山県海南市

（３）伝統文化伝承支援事業

　(ア) 　伝統行事での献香等を伝承支援する事業

　　　　31.04.21　　薬師寺最勝会において行香 志野流家元 蜂谷宗玄宗匠

（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、福岡教室

　　　　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

（イ）文化庁事業「平成3１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
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　香道体験講習会の開催内訳は10ページに記載いたしました。

1.11.25 於：薬師寺　慈恩殿　
スイス・チューリッヒ　SATO　一行　１８名
講師　小畑洋子師

1.12.02 於：宮崎県延岡市　聖心ウルスラ学園　
台湾交換学生34名との交流会　香席　68名
講師　植松伶子師、小畑洋子師

2.02.08 於：フランス　パリ　日仏文化交流　「源氏物語」
講師　御家流宗家　三條西堯水宗匠、小畑洋子師

　

イ、 文化記者クラブへイベント情報を提供し、報道支援を要請しました

　　ウ、 読売新聞（1.10.20.）「芸道に新風　かぐわしく」香道紹介記事

掲載　薬師寺における香道講習風景、志野流香道　蜂谷宗苾若宗匠へのインタ

ビュー記事が掲載されました。

エ、 新潟日報、国民文化祭「お香の祭典」記事掲載、その他親子教室開催記事が地方

新聞に掲載されました。

御家流 （敬称略）

薬師寺教室 ９回 4月～3月 （水曜日） 堀井暁蓉

　 薬師寺教室 ９回 4月～3月 （土曜日） 堀井暁蓉

名古屋教室 ９回 4月～3月 堀井暁蓉

東京別院 1０回 4月～3月 小畑洋子

福岡教室 ９回 4月～3月 堀井暁蓉

志野流

薬師寺教室 ９回 4月～3月 蜂谷宗苾
東京別院 ９回 4月～3月 蜂谷宗苾

※　3月は新型コロナウイルス感染防止のため中止しました。

5/25、10/19、12/25 松久保秀胤

5/16、7/29、9/25、11/19、1/16 松久保秀胤

○ 文化庁補助事業「伝統文化親子香道教室」を実施しました。
R1.6.20～1.12.22 薬師寺慈恩殿

参加延べ　313名 全9回の教室、詳細は11ページ

明日香お香の会

伽羅の会（岡谷）

　　　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。

（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。

＜香道講習会＞

 (ウ) 指導者の派遣・斡旋事業

　　　　　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。

（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。

（６）調査研究事業

○
（敬称略）

1 31.04.21 薬師寺まほろば会館 一般公募 奈良市 21名 蜂谷宗苾

2 1.05.18 広島市　縮景園 親子公募 広島市 32名 大谷香代子

3 1.08.03 水雲山　潮音寺 一般公募 潮来市 45名（2席） 小畑洋子

4 1.08.11 中村元記念館 親子公募 松江市 26名 大谷香代子

5 1.08.18 世田谷区立郷土資料館 親子公募 東京都 38名（2席) 小畑洋子

6 1.09.07 米子市文化ホール 親子公募 米子市 50名（2席） 大谷香代子

7 1.09.21 川越市立博物館 親子公募 川越市 56名（2席） 小畑洋子

8 1.09.29 奈良ひとまち大学 一般公募 奈良市 35名 堀井暁蓉

9 1.10.08 薬師寺まほろば会館 一般公募 奈良市 103名（2席） 蜂谷宗苾

10 1.10.16 平城西小学校 親子公募 奈良市 28名 堀井暁蓉

11 1.10.23 岡山県立岡山朝日高等学校 親子公募 岡山市 32名 大谷香代子

12 1.11.23 広島市　縮景園 一般公募 広島市 47名 大谷香代子

13 1.11.25 スイス国際交流(薬師寺慈恩殿) 団体公募 奈良市 18名 小畑洋子

14 1.12.02 宮崎 聖心ウルスラ学園 団体公募 延岡市 68名 植松伶子

15 2.01.28 京都光華中学校 団体公募 京都市 34名 堀井暁蓉

16 2.02.19 阿久比町勤労福祉センター 団体公募 愛知県 25名 堀井暁蓉

17 2.02.24 世田谷区登録文化財　大場家 一般公募 東京都 125名（5席) 小畑洋子

Ⅳ

31.04.22 海南市 第３６回国文祭現地調査 三井事務局長、藤井職員

31.04.24 新潟市　　第34回国民文化祭新潟市実行委員会出席 三井事務局長

新潟市・燕喜館打合せ

31.04.25 大阪市 公益法人セミナー 藤井職員

31.04.28 文京区 御家流堯山忌香席 山田理事長

1.05.07 奈良市 31年度伝統文化親子香道教室開講案内 三井事務局長、藤井職員

奈良市内小中学校校長　7校訪問

1.05.14 京都市 負野薫玉堂負野和夫氏評議員職務調整 三井事務局長

1.05.22 宮崎市 第35回国文祭宮崎市実行委員会説明会 三井事務局長

1.05.23 高千穂町 植松伶子氏財団寄附申込書受領のため 三井事務局長

1.05.28 千代田区 文化庁国民文化祭説明会 藤井職員

1.05.31 奈良市 東口監事訪問、理事会議事録ご署名 三井事務局長、藤井職員

1.06.03 奈良市 小山代表理事訪問、理事会議事録ご署名 三井事務局長、藤井職員

1.06.27 奈良市 中窪司法書士事務所、登記手続き 三井事務局長、藤井職員

1.08.03 潮来市 水雲山　潮音寺　記念香席　 三井事務局長

1.09.07 米子市 親子香道教室・香道体験 大谷理事・三井事務局長

1.09.16 新潟市　　第34回国文祭・にいがた2019開会式 三井事務局長

～17 新潟市、燕喜館、新潟日報、八一記念館、Hオークラ

1.09.20 大阪市 当財団常務理事中造和夫氏告別式 山田理事長、三井事務局長

1.10.13 宮崎市 第35回国文祭　1年前イベント 藤井職員

「いざや　みやざき宵まつり」出展

1.10.26 新潟市　　第34回国文祭・にいがた2019 山田理事長、生駒理事、

　～27 筒井評議員、植松評議員、小畑評議員、三井事務局長、藤井職員

2.01.18 京都市 志野流香道　京都松隠会聞香始め 山田理事長、三井事務局長

2.01.28 京都市 京都光華中学校　香道教室 三井事務局長、藤井職員

2.02.13 新潟市　　第34回国民文化祭新潟市実行委員会出席 三井事務局長

「香道体験教室」を次のとおり実施しました。　　1７か所　延べ783名

事務局の主な活動
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○
（敬称略）

1 31.04.21 薬師寺まほろば会館 一般公募 奈良市 21名 蜂谷宗苾

2 1.05.18 広島市　縮景園 親子公募 広島市 32名 大谷香代子

3 1.08.03 水雲山　潮音寺 一般公募 潮来市 45名（2席） 小畑洋子

4 1.08.11 中村元記念館 親子公募 松江市 26名 大谷香代子

5 1.08.18 世田谷区立郷土資料館 親子公募 東京都 38名（2席) 小畑洋子

6 1.09.07 米子市文化ホール 親子公募 米子市 50名（2席） 大谷香代子

7 1.09.21 川越市立博物館 親子公募 川越市 56名（2席） 小畑洋子

8 1.09.29 奈良ひとまち大学 一般公募 奈良市 35名 堀井暁蓉

9 1.10.08 薬師寺まほろば会館 一般公募 奈良市 103名（2席） 蜂谷宗苾

10 1.10.16 平城西小学校 親子公募 奈良市 28名 堀井暁蓉

11 1.10.23 岡山県立岡山朝日高等学校 親子公募 岡山市 32名 大谷香代子

12 1.11.23 広島市　縮景園 一般公募 広島市 47名 大谷香代子

13 1.11.25 スイス国際交流(薬師寺慈恩殿) 団体公募 奈良市 18名 小畑洋子

14 1.12.02 宮崎 聖心ウルスラ学園 団体公募 延岡市 68名 植松伶子

15 2.01.28 京都光華中学校 団体公募 京都市 34名 堀井暁蓉

16 2.02.19 阿久比町勤労福祉センター 団体公募 愛知県 25名 堀井暁蓉

17 2.02.24 世田谷区登録文化財　大場家 一般公募 東京都 125名（5席) 小畑洋子

Ⅳ

31.04.22 海南市 第３６回国文祭現地調査 三井事務局長、藤井職員

31.04.24 新潟市　　第34回国民文化祭新潟市実行委員会出席 三井事務局長

新潟市・燕喜館打合せ

31.04.25 大阪市 公益法人セミナー 藤井職員

31.04.28 文京区 御家流堯山忌香席 山田理事長

1.05.07 奈良市 31年度伝統文化親子香道教室開講案内 三井事務局長、藤井職員

奈良市内小中学校校長　7校訪問

1.05.14 京都市 負野薫玉堂負野和夫氏評議員職務調整 三井事務局長

1.05.22 宮崎市 第35回国文祭宮崎市実行委員会説明会 三井事務局長

1.05.23 高千穂町 植松伶子氏財団寄附申込書受領のため 三井事務局長

1.05.28 千代田区 文化庁国民文化祭説明会 藤井職員

1.05.31 奈良市 東口監事訪問、理事会議事録ご署名 三井事務局長、藤井職員

1.06.03 奈良市 小山代表理事訪問、理事会議事録ご署名 三井事務局長、藤井職員

1.06.27 奈良市 中窪司法書士事務所、登記手続き 三井事務局長、藤井職員

1.08.03 潮来市 水雲山　潮音寺　記念香席　 三井事務局長

1.09.07 米子市 親子香道教室・香道体験 大谷理事・三井事務局長

1.09.16 新潟市　　第34回国文祭・にいがた2019開会式 三井事務局長

～17 新潟市、燕喜館、新潟日報、八一記念館、Hオークラ

1.09.20 大阪市 当財団常務理事中造和夫氏告別式 山田理事長、三井事務局長

1.10.13 宮崎市 第35回国文祭　1年前イベント 藤井職員

「いざや　みやざき宵まつり」出展

1.10.26 新潟市　　第34回国文祭・にいがた2019 山田理事長、生駒理事、

　～27 筒井評議員、植松評議員、小畑評議員、三井事務局長、藤井職員

2.01.18 京都市 志野流香道　京都松隠会聞香始め 山田理事長、三井事務局長

2.01.28 京都市 京都光華中学校　香道教室 三井事務局長、藤井職員

2.02.13 新潟市　　第34回国民文化祭新潟市実行委員会出席 三井事務局長

「香道体験教室」を次のとおり実施しました。　　1７か所　延べ783名

事務局の主な活動



－ 11 －

～

～

～

～

～

～

～

～

～

9
発表会 回

上子供、下保護者

21人10:00

19人
12:00

実施回数
教室 9 回

実施回数合計

9

R1.12.22

日
薬師寺
慈恩殿

＜指導内容＞
・香席での心得、作法、行儀作法
・香元点前の解説③
・数種類の香を聞き、香りの違いを聞き分ける組香・・「源氏香」
・源氏香図の解説　　・修了証書の授与
<講師名>　堀井暁蓉、竹内真紀、安原恭子、倉橋寛子

＜指導内容＞
・香席での心得、作法、行儀作法
・香元点前の解説②
・数種類の香を聞き、香りの違いを聞き分ける　組香・・「紅葉香」
・硯点前の復習、灰点前に挑戦　第５回
<講師名>　堀井暁蓉、竹内真紀、安原恭子、倉橋寛子

上子供、下保護者

23人10:00

19人
12:00

上子供、下保護者

11人10:00

10人
12:00

＜指導内容＞
・香席での心得、作法、行儀作法
・香元点前の解説①
・数種類の香を聞き、香りの違いを聞き分ける組香・・「宇治山香」
・灰点前に挑戦　第４回
<講師名>　堀井暁蓉、竹内真紀、安原恭子、百石容子、倉橋寛子

8

R1.11.17

日
薬師寺
慈恩殿

7

R1.10.20

日
薬師寺
慈恩殿

＜指導内容＞
・香席での心得、作法、行儀作法
・硯点前の解説・指導
・数種類の香を聞き、香りの違いを聞き分ける組香・・「虫選香」
・灰点前に挑戦　第3回
<講師名>　堀井暁蓉、竹内真紀、安原恭子、百石容子、倉橋寛子

上子供、下保護者

16人10:00

15人
12:00

上子供、下保護者

17人10:00

14人
12:00

＜指導内容＞
・香席での心得、作法、行儀作法
・香道具の解説
・数種類の香を聞き、香りの違いを聞き分ける　組香・・「立秋香」
・灰点前に挑戦　第2回
<講師名>　堀井暁蓉、百石容子、竹内真紀

6

R1.9.29

日
薬師寺
慈恩殿

5

R1.8.25

日
薬師寺
慈恩殿

＜指導内容＞
・お香席　席入りの作法
・香炉の中はどうなっているのか
・銀葉のはたらき、銀葉の素材は雲母
・組香の実際　「夕立香」　　・灰点前　第1回
＜講師名＞堀井暁蓉、倉橋寛子、百石容子、竹内真紀

上子供、下保護者

17人10:00

15人
12:00

上子供、下保護者

25人10:00

21人
12:00

＜指導内容＞
・香席での心得、作法、行儀作法
・香炉の持ち方、手記録紙の書き方、香記の見方
・数種類の香を聞き、香りの違いを聞き分ける組香・・「朝顔香」
・香道の歴史等パネル展示
<講師名>　堀井暁蓉、倉橋寛子、安原恭子、竹内真紀

4

R1.8.4

日
薬師寺
慈恩殿

3

R1.7.21

日
薬師寺
慈恩殿

＜指導内容＞
・香席での心得、作法、行儀作法
・香炉の持ち方
・数種類の香を聞き、香りの違いを聞き分ける　組香・・「七夕香」
・香木の産地を学習
<講師名>　堀井暁蓉、倉橋寛子、安原恭子、大栗加代子

上子供、下保護者

18人10:00

16人
12:00

上子供、下保護者

20人10:00

16人
11:40

＜指導内容＞
・ガイダンス、伝統文化香道の成立ち、流派等を学習
・お香の種類について、現物を観て、触って学習
・香木の香りを聞香炉で実際に聞く
<講師名>　堀井暁蓉、百石容子、倉橋寛子、竹内真紀

2

R1.7.7

日
薬師寺
慈恩殿

1

R1.6.30

日
薬師寺
慈恩殿

N
o

実施日 曜
日

開催場所
指導内容

  参加人数
実施時

31 年度伝統文化親子香道教室


