
平成３１年度 事業活動の記録

公益財団法人 お香の会



～ 香道の伝承と普及 ～

今日「日本人に欠けているのは心の豊かさ」といわれます。

物質文明の進展により、人々の生活はますます豊かになりました。しかし、

その反面、人間関係は希薄となり連帯する心のない時代でもあります。

これはひとえに、急角度に上昇した物質文明にくらべて、精神文明がたち

おくれ、おろそかにされてきた結果でありましょう。

このような現状をみる時、今こそ、私達は人々の心の中に悠々たる日本民

族の伝統と精神文化をうけつぎ、語り伝えてゆかねばと思うのです。

鑑みるに華道、茶道においては、その伝統をうけつぎ、それなりに周知さ

れていますが、ひとり香道のみは、江戸時代を盛期に再興の機会が待ち望ま

れています。香道は、人格涵養に役立つとともに、日本文学に寄与した分野

は誠に広く、香道を解せずして日本文学の神髄を解することはできないとさ

え言われています。

しかし、今日の文明は、このような幽玄深遠な香りの文化とは異質不和な

状態であり、その上に、銘香木は言うに及ばず、香木の入手困難がさらに拍

車をかけて、香りの文化の発展を阻害しています。

公益財団法人お香の会は、このような現状を憂い、日本文化を深く理解し、

さらに伝統ある香りの文化保持・育成のために香道をより普及させる目的を

もって結成されました。お香の会の開筵、研修会、講習会、体験のための香

会、親子香道体験教室を開催するなど、様々な事業を展開しています。

このような私たちの活動にご賛同いただき、応援していただける個人、法

人の皆様のご協力、ご支援を心よりお願い申し上げます。

公益財団法人 お香の会



～ 法人の概要 ～

１．設立年月日 平成２３年７月１日

内閣総理大臣から公益認定をうけ公益財団法人お香の会に移行した

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」としてい

ます。

３．定款に定める事業内容

（１）普及啓発事業

香席の開筳、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、

余香席を開筳するなど、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、伝統文化を通じて

国際交流に貢献する。

（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。
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       １．普及啓発事業

(１)香道体験教室の実施 P  1

(２)吉祥天にちなむお香とお茶の会の開催 P  6

(３)奈良県大芸術祭に参加 P  7

       ２．国民文化祭事業 P  8

       ３．伝統文化伝承支援事業

(１)伝統行事での献香等を伝承する事業 P 10

       ４．助成・支援事業

(１)香道講習会支援事業 P 11

(２)伝統文化親子香道教室事業 P 11

       ５．国際交流事業 P 13

       ６．調査研究・広報教宣事業 P 15
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目 次

１．普及啓発事業

(１)「香道体験教室」の実施

４月２１日(日) 最勝会聞香席

場所：薬師寺まほろば会館 参加者：２１名

内容：組香「菖蒲香」 蜂谷宗苾若宗匠指導

５月１8日(土)

場所：広島市 縮景園 参加者：３２名 (２席)     

内容：組香「改元述懐香」、香道の歴史 大谷香代子師指導

１－(１)－①

１－(１)－②

8月3日(土)

場所：潮来市 薬師寺東関東別院 潮音寺

まほろば道場竣工記念お香席 参加者：４５名 (２席)      

内容：組香「籬香」 小畑洋子師指導

１－(１)－③
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９月7日(土)

場所：米子市文化ホール 参加者：５０名(２席)

内容：講話「香道について」 、組香「三草香」 大谷香代子師指導

８月１1日(日)

場所：松江市 中村元記念館 参加者：２６名

内容：香道の基本

体験香席 組香「稲妻香」 大谷香代子師指導

８月１８日(日)

場所：東京都 世田谷区立郷土資料館 参加者：３８名(２席)

内容：香道の歴史、香木について

組香「歌留多香」 、匂い袋つくり 小畑洋子師指導

１－(１)－④

１－(１)－⑤

１－(１)－⑥

９月２１日(土)

場所：川越市立博物館主催 川越城本丸御殿

参加者：５６名(２席)

内容：組香「歌留多香」 小畑洋子師指導

9月29日(日) 奈良ひとまち大学体験香席

「感性を研ぎ澄ませて香りを楽しむ」

場所：薬師寺慈恩殿 参加者：３５名

内容：講話「香道の歴史、香りの種類」

香席体験 組香「源氏香」

質疑応答、感想の発表 堀井暁蓉師指導

１－(１)－⑦

１－(１)－⑧

１－(１)－⑨10月１６日(水)

場所：奈良市立平城西小学校

参加書：２８名(１年～５年生)

内容：・香りの歴史、香木とは

・組香体験「菊花香」

堀井暁蓉師指導
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９月２１日(土)

場所：川越市立博物館主催 川越城本丸御殿

参加者：５６名(２席)

内容：組香「歌留多香」 小畑洋子師指導

9月29日(日) 奈良ひとまち大学体験香席
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令和２年

1月２8日(火)

場所：京都光華中学校

参加者：２クラス３４名

内容：香道の基本知識

組香体験「源氏香」

堀井暁蓉師指導

１0月2３日(水)

場所：岡山県立岡山朝日高校

(岡山市)   

参加者：３２名

内容： 香道入門

香の歴史

香木の種類

組香「白河香」

大谷香代子師指導

１－(１)－⑪

１－(１)－⑫

１－(１)－⑩

11月23日(土)

場所：広島市 縮景園 清風館

もみじ祭り秋季香会 参加者：４７名

内容：香道の歴史、床飾りの説明、組香「三景香」

大谷香代子師指導

2月19日(水)

場 所：愛知県 阿久比町勤労福祉センター 半田法人会

参加者：２５名

内 容：香道の基本知識、香席体験「源氏香」 堀井暁蓉師指導

１－(１)－⑬

２月２４日(月) 世田谷区教育委員会「香りを楽しむ ひなまつり」

場所：世田谷区重要文化財「 大場家住宅」

参加者：１２５名 (５席)

内容： 組香体験「ひなまつり香」、文香つくり、貝合わせ

小畑洋子師指導 １－(１)－⑭
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2月19日(水)

場 所：愛知県 阿久比町勤労福祉センター 半田法人会

参加者：２５名

内 容：香道の基本知識、香席体験「源氏香」 堀井暁蓉師指導

１－(１)－⑬

２月２４日(月) 世田谷区教育委員会「香りを楽しむ ひなまつり」

場所：世田谷区重要文化財「 大場家住宅」

参加者：１２５名 (５席)

内容： 組香体験「ひなまつり香」、文香つくり、貝合わせ

小畑洋子師指導 １－(１)－⑭
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(２)「吉祥天にちなむお香とお茶の会」の開催

１月１５日(水)

場所：薬師寺 まほろば会館、食堂 参加者：３２０名(７席)

内容：お香席・食堂席 組香「松竹梅香」志野流 蜂谷宗玄宗匠指導

・まほろば会館席 組香「梅烟香」志野流 蜂谷宗苾若宗匠指導

お茶席 ・裏千家淡交会 高田宗邦師指導

１月２６日(日)

場所：薬師寺東京別院 参加者：７０名(４席)

内容：お香席 組香「替 慶賀香」 小畑洋子師指導

お茶席 表千家 南川實惠子師 中国茶 岩咲ナオコ氏 指導

１－(２)－①

１－(２)－②

〇 まほろば会館席〇 食 堂 席

(3)「奈良県大芸術祭」に参加

１０月８日(火)

場所：薬師寺まほろば会館

参加者：１0３名(２席)

内 容：組香「菊合香」

志野流 蜂谷宗苾若宗匠指導

１－(３)
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(3)「奈良県大芸術祭」に参加

１０月８日(火)

場所：薬師寺まほろば会館

参加者：１0３名(２席)

内 容：組香「菊合香」

志野流 蜂谷宗苾若宗匠指導

１－(３)
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２．国民文化祭事業

(１) 第３４回国文祭・にいがた2019

１0月26日(土)、27日(日)

場所：新潟県新潟市 燕喜館 総来場者：1,307名

聞香席：５０７名 １日８席×２日

内容：・聞香席 ２６日「越の海香」 御家流 三條西尭水宗匠指導

２７日「菊合香」 志野流 蜂谷宗玄宗匠指導

・一炷聞香・講演「お香の話」・文香つくり

・香道具展示・パネル展

２－(１)
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(２) 第３５回国文祭みやざき2020

１0月13日(日) １年前イベント「いざや、みやざき宵祭り」

場所：宮崎県庁前広場 来場者：３００名

内容：・一炷聞香体験

・文香つくり

・香道具展示 ・パネル展示

２－(２)
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３．伝統文化伝承支援事業

(１) 伝統行事での献香等を伝承する事業

平成３１年４月21日(日)

薬師寺最勝会

行 香：志野流家元

蜂谷宗玄宗匠

聞香席：２１名

組香「菖蒲香」

蜂谷宗苾若宗匠

(慈恩殿)

令和元年１０月８日(火)

薬師寺天武忌

献 香：志野流家元

蜂谷宗玄宗匠

聞香席：１０3名(２席)

組香「菊合香」

蜂谷宗苾若宗匠

(まほろば会館)

３－(１)－①

３－(１)－②
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４．助成・支援事業

１２月16日(月) 御家流上級者研修会

参加：１４名(薬師寺教室、名古屋教室)

場所：まほろば会館

内容：銘香焚き合せ 組香「鈴虫香」

堀井暁蓉師指導

(１) 香道講習会支援事業

(２) 文化庁「伝統文化親子香道教室事業 」

第1回ガイダンス 香道の歴史(6/30) 第２回 香炉の持ち方・聞き方(7/7)

第３回 パネルで勉強(7/21) 第４回 手記録紙の書き方(8/4)

４－(１)

４－(２)

全9回開催 ６月～１２月

参加者：こども、保護者 延べ313名 堀井暁蓉師指導
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第５回 硯点前の実習(9/29)

第６回灰点前の実習(8/25)

第７回 香元点前の解説(10/20)

第８回組香のおさらい(11/27)

最終回 修了証書授与(12/22)

５．国際交流事業

５．国際交流事業

１１月２５日(月) スイス・チューリッヒ「SATO」一行 １８名

内容：香道の歴史、香席のマナー

組香体験「Tower Angel Ko (水煙飛天香)」

小畑洋子師、植松伶子師指導

５－①
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５．国際交流事業

１１月２５日(月) スイス・チューリッヒ「SATO」一行 １８名

内容：香道の歴史、香席のマナー

組香体験「Tower Angel Ko (水煙飛天香)」

小畑洋子師、植松伶子師指導

５－①
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１２月２日(月)

場所：宮崎県延岡市 聖心ウルスラ学園高校

台湾交換学生３４名含む６８名

内容：体験香席「歌留多香」植松伶子師、小畑洋子師指導

令和２年２月８日(土)

フランス パリ 「源氏物語と日本文化ー現代に蘇る源氏物語の世界」

場所：パリ日本文化会館 参加者：１２６名

内容：講演、源氏香 三條西堯水宗匠・小畑洋子師指導

５－②

５－③
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７．広報教宣事業

６－①

９月１４日(土) 読売新聞社の取材

志野流 薬師寺教場稽古風景 蜂谷宗苾若宗匠

夕刊「芸道に新風かぐわしく」記事掲載(掲載日10/20)

７月８日(木) 講談社様より図書受贈

「大研究！お香のすべて」3冊

伝統文化親子香道教室事業に活用、

子供たちへ貸出し

６．調査・研究事業

７－①
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１２月

高橋純子氏の取材協力

東京別院にて取材

スペインで「道」を出版

香道をはじめとして、日本の伝統

文化・芸道である華道、弓道、

書道、茶道などの「道」を通して、

日本人の精神性や美意識を探求

７－②
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７－②
～ 当財団の組織 ～

<理事・監事>                                                     

理事長 山田法胤 常務理事 畑 正高

副理事長 小山新造

理事 生駒基達 理事 堀井暁蓉

理事 大谷香代子 理事 養老朝枝

理事 中原篤徳

監事 松久保秀胤 東口哲夫

<評議員>

評議員 筒井寛昭 評議員 小畑洋子

評議員 植松伶子 評議員 東山泰子

評議員 負野和夫 評議員 安田暎胤

評議員 太田清史 評議員 山田英夫

<顧問>

御家流宗家 三條西堯水

志野流家元 蜂谷宗玄

<事務局>

公益財団法人お香の会 事務局

〒630-8563 奈良市西ノ京町457 薬師寺内

電 話 ０７４２－３３－６００１

FAX ０７４２－３３－６００４

e-mail okou@yakushiji.or.jp

ホームページ http://www.okou.or.jp

（敬称略）令和２年6月現在

野和夫



  

～ 維持会員加入のお願い ～

本会では、香道の普及・継承のため、維持会員を募集し

ております。下記にご賛同いただける方は、事務局まで

お申込みくださいますようお願い申し上げます。

公益財団法人お香の会 維持会員要項

１．本会の趣旨に賛同し維持会員になろうとする個人及び団体

(法人)は次の会費を納めるものとする。

・個人会員 １口 年額 1万円

・団体（法人）会員 1口 年額 ５万円

２．本会では維持会員に次のような催し及び案内を行う。

・維持会員のための香会を年１回開催し招待する。

・本会が催す香会の案内及びそれには優先参加することが

できる。

・本会発行のパンフレット及び冊子等の頒布をうけること

ができる。

維持会員 (敬称略)

公益財団法人お香の会の活動を財政面からご支援いただいている

法人・個人会員の方々です。

【法人会員】 【個人会員】

関西電力(株) 阿部由美子 関眞由美

(株)玉初堂 阿部眞里子 高澤恵子

鳩居堂製造(株) 池上菜穂美 高風知枝

(株)薫寿堂 池田三知子 高橋蓉子

(株)香十天薫堂 池中由美子 髙松南実子

稲田康子 武内　寛

植松伶子 田中久代

志野流香道松隠会 碓居浩二 谷口喜代

(株)松栄堂 宇野京子 玉利絹代

塩野香料(株) 宇野孝誠 塚本美恵子

高砂香料工業(株) 大栗加代子 中井和子

㈱南都銀行 大谷香代子 中山貴子

㈱日本香堂 小口あつ子 楢本諄子

㈱丸和不動産 加藤美代子 難波明美

三井住友海上火災保険(株) 加藤洋子 野口早苗

宗教法人薬師寺 兼子ゆう 畑　利和

(株)山田松香木店 北山愛子 濵　青朗

(医)和敬会 国見ケ丘病院 木下悦子 林　美稲

倉橋寛子 百石容子

桑重美紀 平井俊子

佐伯昭子 堀井暁蓉

堺　温江 持田けい子

坂本美枝子 森いつ子

佐藤啓子 森本祐美

塩野太郎 安原恭子

柴田久容 矢野秀美

霜田富代 山内泰枝

白岩かおり 養老朝枝

新家佳子 吉田富子

杉下照栄 米田啓子

酢谷眞規子 渡部信一

妹尾ハツ子 和田淳子

近鉄グループホールディングス(株）
サントリーホールディングス㈱



  

～ 維持会員加入のお願い ～

本会では、香道の普及・継承のため、維持会員を募集し

ております。下記にご賛同いただける方は、事務局まで

お申込みくださいますようお願い申し上げます。

公益財団法人お香の会 維持会員要項

１．本会の趣旨に賛同し維持会員になろうとする個人及び団体

(法人)は次の会費を納めるものとする。

・個人会員 １口 年額 1万円

・団体（法人）会員 1口 年額 ５万円

２．本会では維持会員に次のような催し及び案内を行う。

・維持会員のための香会を年１回開催し招待する。

・本会が催す香会の案内及びそれには優先参加することが

できる。

・本会発行のパンフレット及び冊子等の頒布をうけること

ができる。

維持会員 (敬称略)

公益財団法人お香の会の活動を財政面からご支援いただいている

法人・個人会員の方々です。

【法人会員】 【個人会員】

関西電力(株) 阿部由美子 関眞由美

(株)玉初堂 阿部眞里子 高澤恵子

鳩居堂製造(株) 池上菜穂美 高風知枝

(株)薫寿堂 池田三知子 高橋蓉子

(株)香十天薫堂 池中由美子 髙松南実子

稲田康子 武内　寛

植松伶子 田中久代

志野流香道松隠会 碓居浩二 谷口喜代

(株)松栄堂 宇野京子 玉利絹代

塩野香料(株) 宇野孝誠 塚本美恵子

高砂香料工業(株) 大栗加代子 中井和子

㈱南都銀行 大谷香代子 中山貴子

㈱日本香堂 小口あつ子 楢本諄子

㈱丸和不動産 加藤美代子 難波明美

三井住友海上火災保険(株) 加藤洋子 野口早苗

宗教法人薬師寺 兼子ゆう 畑　利和

(株)山田松香木店 北山愛子 濵　青朗

(医)和敬会 国見ケ丘病院 木下悦子 林　美稲

倉橋寛子 百石容子

桑重美紀 平井俊子

佐伯昭子 堀井暁蓉

堺　温江 持田けい子

坂本美枝子 森いつ子

佐藤啓子 森本祐美

塩野太郎 安原恭子

柴田久容 矢野秀美

霜田富代 山内泰枝

白岩かおり 養老朝枝

新家佳子 吉田富子

杉下照栄 米田啓子

酢谷眞規子 渡部信一

妹尾ハツ子 和田淳子

近鉄グループホールディングス(株）
サントリーホールディングス㈱




