平成２６年度

事業報告

平成２６年４月 １ 日から
平成２７年３月３１日まで

公益財団法人日本手工芸作家連合会

１．概 要
当法人は生活文化の向上に寄与すること並びに生涯教育を目的として昭和 41 年 12 月
に設立され、手工芸に関する調査研究並びに知識・技術の普及および教育事業を行って
参りました。平成 25 年 4 月 1 日、公益法人制度改革関連三法に基づき公益財団法人とし
て認定され、新たな定款と諸規程のもとに出発して二年目を迎えました。
本年度も昨年度に引き続き、不特定多数に対する公益性に基づき公益目的事業の実施
に全力を挙げて取り組んで参りました。
本法人は基本的な活動の収益源を会員からの会費によっていますが、会員の高年齢化
や会員数の伸び悩み・停滞傾向によって、二期連続して収益マイナス、決算上正味財産
を減少させ厳しい法人運営が続いています。本年度も様々な形で経費削減を実施してき
ましたが、一定の質を維持して公益活動を継続して行くには、財政基盤の安定的な確保
が喫緊の課題となっています。
本年度の主要な公益目的事業として、手工芸講習会の開催 10 回、研修講演会 1 回、機
関誌「SOUSAKU」の出版 2 回、資格認定者の審査・認定、並びに第 47 回創作手工芸展の
公募・開催とその作品の中から文部科学大臣賞、東京都議会議長賞を始めとする各賞の
受賞・表彰を行って参りました。
２．教育・育成・出版事業（第Ⅰ公益目的事業）
（１）講習会・研修会開催事業（定款 第４条第１項第３号）
① 講習会
第１回 平成２６年４月１２日（土）
テーマ：スモック刺繍と小箱
参加者：１１人
会 場：(株)越前屋ビル８Ｆ（東京・中央区）
講師：神山康子
第２回平成２６年５月１０日（土）
テーマ：食卓を彩るおもてなしカービング
参加者：１０人
会 場：(株)越前屋ビル８Ｆ
講師：増田栄子
第３回平成２６年６月１４日（土）
テーマ：室内履き（毛糸）
参加者：１０人
会 場：(株)越前屋ビル８Ｆ
講師：道家絢子
第４回平成２６年７月１２日（土）
テーマ：夏にぴったりボタンでできるネックレス 参加者：７人
会 場：(株)越前屋ビル８Ｆ
講師：松本志津美
第５回平成２６年９月１３日（土）
テーマ：ハーダンガー刺繍のコースター
参加者：１１人
会 場：(株)越前屋ビル８Ｆ
講師：本間美都子
第６回平成２６年１０月１１日（土）
テーマ：飾り結び「ビー玉を包み込むネックレス」参加者：１２人
会 場：(株)越前屋ビル８Ｆ
講師：中嶋留美子
第７回平成２６年１２月１３日（土）
テーマ：ちりめんで作る可愛らしい干支の色紙
参加者：１４人
会 場：(株)越前屋ビル８Ｆ
講師：管原美東
第８回平成２７年１月１５日（木）
テーマ：パフウールで刺繍するニードルブック
参加者：１４人
会 場：クロバー(株)東京営業所
講師：松本志津美
第９回平成２７年２月１４日（土）
テーマ:マグカップに描く藍色ポタリー
参加者：１０人
会 場：(株)越前屋ビル８Ｆ
講師：大塚昌子
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第１０回平成２７年３月１４日（土）
テーマ：面白くて工夫のある帽子
参加者：１１名
会 場：(株)越前屋ビル８Ｆ
講師：松本由岐子
② 研修講演会
日 時：平成２６年１２月１１日（木）
参加者：１０名
テーマ：手工芸創作者の感性と日本文化
講師：三和正明
会 場：白金台（松岡美術館拝観・講演会：レストランビストロシュウ）
（２）指導者の派遣事業（定款 第４条第４号関係）
本年度は該当無し。
（３）指導者の育成及び資格認定事業（定款 第４条第１項第５号）
審査により普通科・高等科修了証及び講師、助教授、教授免状を発行。
審査日：平成２６年１０月３１日（金）
審査員：松本志津美（委員長）公益財団法人日本手工芸作家連合会理事
伊藤 紀之
公益財団法人日本手芸普及協会理事・会長
櫻井映乙子
公益財団法人日本編物手芸協会理事長
山本 恭子
公益財団法人日本編物検定協会理事
佐久間恭子
女子美術大学特任教授
授与式：平成２６年１１月１４日（金）
場 所：東京都美術館 講堂
授与者：普通科修了証
４名
高等科修了証
４名
講師免状
３名
助教授免状
１名
教授免状
１名
（４）機関誌の編集・出版事業（定款 第４条第１項第６・７号）
機関誌「SOUSAKU 創作手工芸」の発刊（２回）
平成２６年 ４月 Vo1.196 B5 版 8 ページ 400 部発刊
平成２６年１０月 Vo1.197 B5 版 8 ページ 500 部発刊

３．展示会・コンクール事業（第Ⅱ公益目的事業）
（１）創作手工芸展の開催事業（定款 第４条第１項第３号関係）
①第４７回創作手工芸展
日 程：平成２６年１１月８日（土）～１１月１５日（土）
場 所：東京都美術館 ギャラリーＣ（東京都台東区）
出品数：８９点
入場者：２，３８０名
審査日：平成２６年１０月３１日（金）
審査員：大矢
紀（委員長）日本美術院同人
公益財団法人川崎市文化財団理事
小笠原小枝
日本女子大学名誉教授
田口 義明
漆芸作家 東北芸術工科大学非常勤講師
鶴岡 真弓
多摩美術大学教授
花村 邦昭
公益財団法人日本手工芸作家連合会会長
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授与式：平成２６年１１月１４日（金）
場 所：東京都美術館 講堂
表 彰：文部科学大臣賞
１
東京都議会議長賞
１
大妻コタカ賞
１
日本手工芸作家連合会会長賞 １
審査委員長賞
１
奨 励 賞
２
佳
作
３
新 人 賞
３
特 別 賞
１０
懇親会:平成２６年１１月１４日（金）
会 場:東京都美術館 １階 ＩＶＯＲＹ
（２）海外交流事業（定款 第４条第１項第６号関係）
本年度は執り行わなかった。
４．業務部・事務局部門
（１）会 員
種 類

正 会 員
一 般

普通科 高等科 講 師 助教授

教 授

準会員

合 計

前期末

67

1

23

90

24

13

19

237

当期末

77

1

21

85

22

13

20

239

増 減
10
0
△2
△5
△2
0
1
2
平成 26 年度は、入会者 18 名（H25 年度 7 名）
。退会者 17 名（H25 年度 43 名）で、内
訳は、正会員 16 名、準会員 1 名。
また、資格認定により、一般から高等科へ 4 名、高等科から講師へ 3 名が異動。会員
の純増は､当初計画の 25 名増（262 名）に対し 2 名の増（H25 年度 33 名減）となった。
（２）理事に関する事項
平成 26 年 6 月 14 日開催の定時評議員会において、任期満了に伴う理事の選任が行
われ、7 月 11 日付で東京法務局に理事変更登記の手続きを完了した。
重任：石井とめ子
庄子 悦子
管原 淳子
富田 光枝
花村 邦昭
松本志津美
道家 絢子
三和 正明
新任：海老澤光夫
（３）理事に関する事項
平成 26 年 7 月 31 日開催の臨時（第 1 回）評議員会において、補充の理事の選任が
行われ、8 月 13 日付で東京法務局に理事変更登記の手続きを完了した。
新任：池田 節子
（４）顧問・参与に関する事項
平成 27 年 2 月 28 日開催の第 2 回定時理事会において、任期満了（平成 27 年 3 月
31 日）に伴う顧問及び参与の選任が行われた。
重任：土井イミ子（顧問）
重任：細川
努（参与）
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（５）会議に関する事項
１）理事会
・第１回定時理事会
開催日 平成２６年５月２４日（土）
開催場所 大妻学院本館 １２階応接室
審議事項 １．平成 25 年度事業報告及び財務諸表について（原案可決）
２．評議員会へ提出する理事の候補者名簿について（原案承認）
３．定時評議員会の日時及び場所並びに目的である事項について
（原案承認）
４．今岡教室の認可について（原案承認）
報告事項 １．会長及び業務執行理事の職務報告について
２．公益法人の定時報告書類について
３．臨時（第 2 回）評議員会の決議内容について
出席等 決議に必要な出席理事の数５名 出席６名。出席監事２名。
・臨時（第１回）理事会
開催日 平成２６年６月１４日（土）
開催場所 大妻学院本館 １２階応接室
審議事項 １．会長（代表理事）及び副会長の選任について（原案承認）
２．業務執行理事の業務分掌について（原案承認）
報告事項 １．定時評議員会の決議内容について
出席等 決議に必要な出席理事の数５名 出席８名。出席監事１名
・臨時（第２回）理事会
開催日 平成２６年７月１２日（土）
開催場所 大妻学院本館 １２階応接室
審議事項 １．平成 26 年度臨時（第 1 回）評議員会招集について（原案承認）
２．平成 26 年度公益財団法人日本手工芸作家連合会資格認定要項につ
いて（原案承認）
３．第 47 回創作手工芸展審査要項について（原案承認）
報告事項 １．梅支部の支部継承について
出席等 決議に必要な出席理事の数５名 出席９名。出席監事２名。
・臨時（第３回）理事会
開催日 平成２６年１０月２５日（土）
開催場所 大妻学院本館 １２階応接室
報告事項 １．職務の執行状況について
２．イギリス・キルター達の作品展示について
３．コソボ難民のタペストリーの展示について
４．平成 26 年度研修講演会開催要領について
出席等 決議に必要な出席理事の数６名、出席１０名。出席監事１名。
・第２回定時理事会
開催日 平成２７年２月２８日（土）
開催場所 大妻学院本館 １２階応接室
審議事項 １．平成 27 年度事業計画及び収支予算（案）について（原案承認）
２．顧問及び参与の任用について（原案承認）
３．臨時評議員会の日時及び場所並びに目的である事項について
（原案可決）
出席等 決議に必要な出席理事の数６名、出席６名。出席監事１名。
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２）評議員会
・定時評議員会
開催日 平成２６年６月１４日（土）
開催場所 大妻学院本館 １２階応接室
審議事項 １．平成 25 年度事業報告及び財務諸表について（原案可決）
２．理事の選任について（原案可決）
出席等 決議に必要な出席評議員の数３名、出席３名。出席監事１名、陪席理
事２名
・臨時（第１回）評議員会
開催日 平成２６年７月３１日（木）
開催場所 大妻学院本館 １２階応接室
審議事項 １．理事の選任について（原案可決）
出席等 決議に必要な出席評議員の数３名、出席３名。陪席理事２名
・臨時（第２回）評議員会
開催日 平成２７年３月２１日（土）
開催場所 大妻学院本館 １２階応接室
審議事項 １．平成 27 年度事業計画及び収支予算（案）について（原案可決）
報告事項 １．顧問及び参与の任用について
出席等 決議に必要な出席評議員の数３名、出席３名。陪席理事２名
３）委員会
・平成２６年度資格認定審査委員会
開催日 平成２６年１０月３１日（金）
開催場所 東京都美術館 地下３階第１作業室
審議事項 平成 26 年度資格認定審査について
出
席 出席委員５名
・第４７回創作手工芸展審査委員会
開催日 平成２６年１０月３１日（金）
開催場所 東京都美術館 地下３階第１作業室
審議事項 第 47 回創作手工芸展出品作品の入選及び入賞の審査について
出
席 出席委員５名
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平成２６年度事業報告には、
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」
第３４条第３項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在し
ないので作成はしません。

6

