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事 業 報 告 書

（平成 27年 4月 1 日から平成 28 年 3月 31 日まで）

Ⅰ 法人の概況

１．設立年月日 平成２年４月１日

平成２４年４月１日から公益財団法人へ移行。

２．定款に定める目的

この法人は、教育・文化活動に対して援助を行い、教育・文化の振興に寄与する

ことを目的とする。

３．定款に定める事業内容

（１）地域における教育・文化活動に携わる個人及び団体への助成

（２）高校生の文化及び体育活動への援助

（３）その他この法人の目的を達成するために必要な事業

４．所管行政庁に関する事項

愛知県 知事

５．役員等に関する事項

職 氏名 常勤/非常勤の別 主な職業（平成 28 年 3月末現在）

理事長 小出眞市 非常勤 (株)愛知銀行 取締役会長

理事 谷 尚樹 非常勤 (株)電通 常務執行役員中部支社長

理事 石黒大山 非常勤 東海テレビ放送(株) 代表取締役会長

理事 白井文吾 非常勤 (株)中日新聞社 代表取締役会長

理事 白石敏彦 非常勤 名古屋商工会議所 参与

理事 長谷川栄胤 非常勤 (株)御園座 代表取締役社長

理事 矢澤勝幸 非常勤 (株)愛知銀行 取締役頭取

理事 林 董一 非常勤 愛知学院大学 名誉教授

理事 山田 昌 非常勤 女優

監事 長谷川周義 非常勤 公認会計士

監事 小倉 稔 非常勤 (株)愛知銀行 常務取締役

評議員 青島宏 非常勤 (株)中日新聞社 元論説主幹

評議員 伊藤克博 非常勤 （公財）愛知県教育・スポーツ振興財団 理事長

評議員 社本さと子 非常勤 福玉(株) 取締役

評議員 鈴木俊之 非常勤 (株)愛知銀行 常務取締役

評議員 別所眞三 非常勤 （公財）名古屋市文化振興事業団 副理事長

評議員 戸山俊樹 非常勤 愛知県立芸術大学 副学長

評議員 早川 潤 非常勤 (株)愛知銀行 常務取締役

評議員 島 敦彦 非常勤 愛知県美術館 館長

評議員 山下智惠子 非常勤 作家
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６．職員に関する事項

職員数 前期末比

男子 １名 ０名

女子 ０名 ０名

合計 １名 ０名

Ⅱ 事業の状況

１．事業の実施状況

（１）地域における教育・文化活動に携わる個人及び団体への助成、並びに高校生

の文化及び体育活動への援助

① 助成等（援助含む）の件数と金額

件数（件） 助成金額（千円）

１ 教育・文化活動に携わる個人及び団体への助成 18 6,400

２ 高校生の文化及び体育活動への援助 7 3,000

25 9,400

事 業 区 分

合 計

助成等の累計実績（平成 28 年 3 月 31 日現在）： 624 件 2億 3,570 万円

② 助成等（援助含む）の明細

番 助成先等（援助先含む） 活 動 内 容 助成（援助）

1 野村 和代 オーケストラによる大人のための音楽教室 300,000

2 石原 純子 七夕ジャズ 300,000

3 石黒 秀和 演劇による地域文化の活性化 300,000

4 コヤマ アキヒロ 舞台俳優 300,000

5 大塚 泰子 空間における「色」という現象の考察 300,000

6 筒井 正 愛知の北米移民研究 300,000

7 田中 康弘 田中麦甫の俳諧日記「久多羅」の研究 300,000

8 小林 佐椰伽 戯曲を語る 新美南吉「らんぷの夜」 300,000

9 国立 豊田工業高等専門学校 科学技術教育・啓蒙活動 400,000

10 みどり子育て応援団 親教育 子育て支援 400,000

11 豊橋外国人児童生徒教育研究会 外国人の子どもの教育支援及び支援ネットワーク作り 400,000

12 春日井不二太鼓 創作太鼓 400,000

13 エマープロジェクト ピアノによるクラッシク音楽の訪問演奏 400,000

14 総合劇集団 俳優館 演劇公演 400,000

15 荻野検校顕彰会 平家琵琶の保存・普及に関する事業 400,000

16 長者町アートアニュアル実行委員会 長者町アートアニュアル 2015 400,000

17 八事、杁中歴史研究会 八事、杁中地区の歴史研究、及び郷土史研究者育成 400,000

18 ため池の自然研究会 ため池の自然を調査し、研究する会 400,000

19 愛知県高等学校文化連盟 歌舞伎鑑賞会 高校生の歌舞伎鑑賞会 750,000

20 愛知県高等学校文化連盟 狂言鑑賞教室 高校生の狂言鑑賞教室 250,000

21 安城学園高等学校 吹奏楽部 第 27回 全日本マーチングコンテスト全国大会 銀賞 250,000

22 愛知県立愛知商業高等学校 バトン部 第 42回バトントワーリング全国大会 銀賞 250,000

23 名古屋市立名古屋商業高等学校 女子ホッ 第 69回愛知県高校総体ホッケー競技優勝 500,000

24 愛知県立豊橋南高等学校 陸上競技部 愛知県高校総体でここ数年、個人、団体で上位入賞 500,000

25 愛知県立鶴城丘高等学校 少林寺拳法部 種目により全国優勝等、上位入賞を目指す 500,000
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③ 平成 27年度助成の募集から決定、交付まで

平成 27 年 5 月 15 日 第 26 回（平成 27年度）助成対象者の募集開始

平成 27 年 6 月 30 日 募集締め切り

平成 27 年 8 月 25 日 助成等選考委員会

平成 27 年 8 月 27 日 助成先等（援助先含む）25 先を決定

平成 27 年 10 月 7日 第 26回（平成 27年度）助成金等贈呈式

（２）機関誌“Ａｙｕｃｈｉ”（あゆち）の発刊

ア 発刊時期 ： 平成 27年 5月（第 71号）、10月（第 72 号）、

平成 28年 1 月（第 73号） 計 3回発刊

イ 発刊部数 ： １回あたり、5,000 部

２．重要な契約に関する事項

該当ありません。

３．役員会等に関する事項

（１）理事会

① 平成 27 年度理事会 （平成 27年 4月 23 日）＜決議の省略＞

決議事項

第 1号議案 「平成 26 年度事業報告承認の件」

第２号議案 「平成 26 年度計算書類等承認の件」

第３号議案 「評議員会開催の件」

② 平成 27年度理事会（平成 27年 5月 26 日）

決議事項

第 1号議案 「事業報告等に係る定期提出書類承認の件」

報告事項 ・「理事長の職務の執行の状況の報告」

・「第 26回（平成 27 年度）助成先の公募について」

③ 平成 27年度理事会（平成 27年 6月 3日）＜決議の省略＞

決議事項

第 1号議案 「評議員 1名の辞任に伴う、補欠選任候補者推薦の件」

第 2号議案 「評議員会開催の件」

④ 平成 27年度理事会（平成 27年 7月 10 日）＜決議の省略＞

決議事項

第 1号議案 「理事 1名及び監事 1名の辞任に伴う、補欠選任候補

者推薦の件」

第 2号議案 「評議員会開催の件」

⑤ 平成 27年度理事会（平成 28年 3月 9 日）

決議事項
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第 1号議案 「平成 28 年度の事業計画及び収支予算承認の件」

第 2号議案 「評議員会への任期満了に伴う理事、監事及び評議員候

補者推薦の件」

報告事項 ・「理事長の職務の執行の状況の報告」

（２）評議員会

① 平成 27年度評議員会（平成 27年 5 月 26 日）

決議事項

第１号議案 「平成 26 年度計算書類等承認の件」

報告事項 ・「平成 26年度事業報告の件」

・「第 26回（平成 27 年度）助成先の公募について」

② 平成 27年度評議員会（平成 27 年 6月 15 日）＜決議の省略＞

決議事項 議案 「評議員補欠選任の件」

③ 平成 27年度評議員会（平成 27 年 7月 16 日）＜決議の省略＞

決議事項 議案 「理事及び監事補欠選任の件」

（３）監事会

平成 27年度監査会（平成 27年 4月 10 日）

Ⅲ 決算期後に生じた法人の状況に関する重要な事実

該当ありません。


