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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。そして、平成 28年 12 月創立 50周年を迎えました。また、公益法人制度改革関連

三法に基づき平成 25年 4月に公益財団法人として認定され 5年目を迎えましたが、継続し

て不特定多数のものの利益の増進に寄与する公益目的事業の実施に取り組んで参りました。 

  公益法人として新たに出発後、二期連続して収益マイナスと厳しい状況でしたが、その

後積極的な事業活動を展開し、さらに昨年度は創立 50周年記念寄附金を多方面に呼びかけ

多少の収益改善が図られました。本年度は創立 50周年の節目の記念事業を企画し、平常の

活動以外に記念行事に取り組んで参りました。その一方、課題である会員数の停滞は依然

打開されず厳しい法人運営が続いています。一定の質を維持して公益活動を継続して行く

ために財務基盤の安定化が必要不可欠な改善課題になっています。 

  本年度の主な公益目的事業として、手工芸講習会の開催 10回、機関誌「SOUSAKU」出版

2回、資格認定者の審査・認定、並びに第 50回記念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。さらに創立 50周年事業として、創立 50周年記念誌の発行、当連合会に貢献のあ

った皆様に功労賞表彰・感謝状授与、式典に合わせた記念講演の開催、過去に受賞作品等

の創作手工芸展特別展示、50周年記念山形研修会などを実施致しました。 

 

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２９年４月８日（土） 

テーマ：猫チャンの小物入れ          参加者：４人 

会 場：(株)越前屋ビル８Ｆ（東京・中央区）  講師：庄子悦子 

第２回 平成２９年６月１０日（土） 

テーマ：楽しい柄の布で六角皿作り       参加者：１１人 

会 場：(株)越前屋ビル８Ｆ          講師：神山康子 

第３回 平成２９年７月８日（土） 

テーマ：モラのティッシュケース        参加者：１１人 

会 場：(株)越前屋ビル８Ｆ          講師：神田永美子 

第４回 平成２９年９月９日（土） 

テーマ：ハットピン付結びのアクセサリー    参加者：５人 

会 場：(株)越前屋ビル８Ｆ          講師：中嶋留美子  

第５回 平成２９年１０月１４日（土） 

テーマ：羊毛ししゅうタブレーヌの可愛いタルトのトートバック 

 参加者：１５人 

会 場：(株)越前屋ビル８Ｆ          講師：福田りお 

第６回 平成２９年１１月１１日（土） 

テーマ：クラフトバンドで作る正月飾り     参加者：１３人 

会 場：(株)越前屋ビル８Ｆ          講師：池田節子 

第７回 平成２９年１２月９日（土） 

テーマ：３Ｄで作る白いおひげのサンタたち    参加者：９人 

会 場：(株)越前屋ビル８Ｆ           講師：一ノ瀬治子 

第８回 平成３０年１月１１日（水） 

テーマ:フリーステッチングニードルで作るブックカバー 

   参加者：７人 
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会 場：クロバー(株)東京営業所        講師：濱田昌世 

第９回 平成３０年２月１０日（土） 

テーマ：金属線とビーズ おしゃれな手織ペンダント 

      参加者：１１名 

会 場：(株)越前屋ビル８Ｆ          講師：佐久間恭子 

 第１０回 平成３０年３月１０日（土） 

テーマ：可愛い猫のキャンディートレー（ポタリー）参加者：７名 

会 場：(株)越前屋ビル８Ｆ          講師：大塚昌子 

② 山形研修講演会（遊佐庄内地方） 

日 時：平成２９年９月７日（木）～９日（土） 

テーマ：「山形における創作・精神文化の系譜を訪ねて」 

会 場：遊佐町 鳥海温泉湯楽里        参加者：１４名 

研修講演：「遊佐刺し子とその歴史」 

講師：遊佐刺し子とその歴史研究会代表 佐藤いづみ先生 

往訪地：羽黒山・湯殿山の神社仏閣・文化記念館､天井画､酒田舞娘演舞 

鑑賞など 

 

（２）指導者の派遣事業（定款 第４条第４号関係） 

① 時 期：１ヶ月１回 

内 容：スモック刺繍講習             参加者：１２名 

派遣先：名古屋松坂屋友の会カルチャー（名古屋市） 講師：松本志津美 

② 時 期：１ヶ月１回 

内 容：欧風・スペイン刺繍            参加者：各校１３名 

派遣先：読売カルチャーセンター荻窪・錦糸町・川口校 講師：内田桃子 

 

（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免状を授与 

    審査日：平成２９年５月２３日（火） 

    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 

栗林 千里     栗林千里ボビンレース教室主宰 

庄子 悦子     公益財団法人日本手工芸作家連合会副会長 

内田 桃子     公益財団法人日本手工芸作家連合会理事 

    授与式：平成２９年６月３日（土） 

    場 所：上野精養軒 

    授与者：普通科修了証  ４名 

        高等科修了証  ４名 

        講師免状    ５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２９年４月 Vo1.202 B5 版 8ページ 500 部発刊 

    平成３０年１月 Vo1.203 B5 版 8ページ 300 部発刊 

   創立５０周年記念誌の発刊 

    平成２９年１０月 1,000 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） 
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  ①第５０回記念創作手工芸展 

     日 程：平成２９年５月２９日（月）～６月４日（日） 

     場 所：東京都美術館 ギャラリーＣ（東京都台東区） 

     出品数：１０７点、特別展示作品数：５７点 

     入場者：３，７９９名 

     審査日：平成２９年５月２３日（火） 

     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 

         伊藤 紀之     公益財団法人日本手芸普及協会会長 

         小笠原小枝     東京国立博物館客員研究員 

         櫻井映乙子     公益財団法人日本編物手芸協会理事長 

         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 芸術人類学研究所長 

         花村 邦昭     公益財団法人日本手工芸作家連合会会長 

 

  ②創作手工芸展受賞者表彰授与式・懇親会並びに創立５０周年式典 

    (i)創作手工芸展受賞者表彰授与式 

日 付：平成２９年６月３日（土） 

     会 場：上野精養軒 

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 

         第５０回記念賞       １ 

奨 励 賞         ４ 

技 術 賞         ４ 

佳   作         ３ 

新 人 賞         ３ 

特 別 賞        ２３ 

    (ⅱ)創立５０周年功労者表彰並びに感謝状授与 

         功労者表彰       １４名 

         感謝状授与       ４４名 

    (ⅲ)創立５０周年記念特別講演会 

演 目：「季節に添う手づくりの伝統－ケルト文化と日本文化にみる」 

講 師：多摩美術大学教授・芸術人類学研究所長 鶴岡真弓先生 

(ⅳ)懇親会 

会 場：上野精養軒 藤の間 

 

（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。 
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４．業務部・事務局部門 

（１）会 員 

種 類 
正 会 員 

準会員 合 計 
一 般 普通科 高等科 講 師 助教授 教 授 

前期末 75 0 21 78 19 14 19 226 

当期末 73 0 19 78 18 14 19 221 

増 減 △2 0 △2 0 △1 0 0 △5 

平成 29年度は、入会者 11名（H28 年度 20名）。退会者 16名（H28 年度 25名）で、 

内訳は、正会員 15名（24名）、準会員 1名（1名）。 

  また、資格認定により一般から高等科へ 4名（6名）、高等科から講師へ 5名（2名）が

異動。会員の増減は､当初計画の 20名増（246 名）に対し 5名減（5名減）となった。 

 

（２）顧問・参与に関する事項 

平成 29年 5月 20 日開催の第 1回定時理事会において、顧問の追加選任が行われた。 

    新任：井上 美沙子（顧問） 

また、平成 30年 2月 24 日開催の第 2回定時理事会において、顧問の追加選任並びに 

任期満了（平成 30年 3月 31 日）に伴う参与の選任が行われた。 

    新任：道家 絢子（顧問、平成 30年 4月 1日より） 

重任：細川  努（参与） 

 

（３）会議に関する事項 

 １）理事会 

  ① 第１回定時理事会 

   開催日 平成２９年５月２０日（土） 

   開催場所 大妻学院本館 １２階応接室 

審議事項 １．平成２８年度事業報告及び財務諸表について（原案承認） 

        ２．顧問の任用について（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） 

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．臨時評議員会（３月１８日）並びに評議員選定委員会 

（４月１５日）の決議内容について 

３．第５０回記念創作手工芸展・表彰式典について 

４．その他報告事項 

   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１名 

  ② 臨時（第１回）理事会 

   開催日 平成２９年７月６日（木） 

   開催場所 書面による開催 

審議事項 １．平成２９年臨時評議員会の開催について（原案承認） 

   出席等 決議に必要な出席理事の数９名、出席９名、出席監事３名 

  ③ 臨時（第２回）理事会 

   開催日 平成２９年１０月２１日（土） 

   開催場所 大妻学院本館 １２階応接室 

   報告事項 １．代表理事及び業務執行理事の職務執行状況の報告について 
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        ２．内閣府立入検査結果の報告  

 ３．その他の報告事項 

出席等 決議に必要な出席理事の数５名、出席９名。 

④ 第２回定時理事会 

   開催日 平成３０年２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３０年度事業計画及び予算（案）ついて（原案承認） 

        ２．平成３０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５１回創作手工芸展審査要項について（原案承認） 

４．会員規約の改定について（原案承認） 

５．顧問及び参与の任用について（原案承認） 

６．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 

（原案承認） 

   出席等 決議に必要な出席理事の数６名、出席８名、出席監事２名。 

 

２）評議員会 

① 定時評議員会 

   開催日 平成２９年６月１７日（土） 

   開催場所 大妻学院本館 １２階応接室 

審議事項 １．平成２８年度事業報告及び財務諸表について（原案可決） 

   報告事項 １．公益財団法人の定時報告書類について 

        ２．第５０回記念創作手工芸展並びに記念式典について 

        ３．顧問の任用について 

   出席等 決議に必要な出席評議員の数３名、出席３名、出席監事１名、陪席理事  ２

名。 

② 臨時評議員会 

   開催日 平成２９年７月８日（土） 

   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） 

報告事項 １．内閣府立入検査結果の報告 

   出席等 決議に必要な出席評議員の数３名、出席４名、出席監事１名、陪席理事 

２名、陪席顧問１名 

③ 臨時（第２回）評議員会 

   開催日 平成３０年３月１７日（土） 

   開催場所 大妻学院本館 １２階応接室 

審議事項 １．平成３０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．平成３０年度資格認定並びに第５１回創作手工芸展について 

２．会員規約の改定について 

３．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４名、出席監事１名、陪席理事 

２名 

 

３）委員会 

① 評議員選定委員会 

   開催日 平成２９年４月１５日（土） 

   開催場所 大妻学院本館 １２階応接室 

審議事項 平成２８年度第２回定時理事会から推薦された平成２９年度評議員４名 
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の選任の件（原案可決） 

   出席等 決議に必要な選定委員の数５名、出席委員５名、陪席理事１名 

② 平成２９年度資格認定審査委員会 

   開催日 平成２９年５月２３日（火） 

開催場所 東京都美術館 地下３階第４審査室ＡＢ 

   審議事項 平成２９年度資格認定審査について 

   出  席 出席委員４名 

③ 第５０回記念創作手工芸展審査委員会 

   開催日 平成２９年５月２３日（火） 

   開催場所 東京都美術館 地下３階第４審査室ＡＢ 

   審議事項 第５０回記念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７名 

 

４）内閣府立入検査 

   開催日 平成２９年６月２２日（木） 

   立入検査場所 公益財団法人日本手工芸作家連合会事務所（東京都千代田区） 

   立会者 理事４名 

 

 平成２９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。 

 


