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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・技術の普及及び教育事業を行って参りま

した。平成 25年 4月に公益法人制度改革関連三法に基づき公益財団法人に認定されまし

た。本年は公益法人認定後 8年目を迎えておりますが、公益の理念に則り継続して不特定

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。 

当法人は会員の減少により収益が減少し、財務状況の悪化による厳しい法人運営が長期

に渡って続いています。会員の高年齢化と新規加入者の伸び悩みによる会員数の停滞は、

本年も改善の兆しが見えておりません。一定の質を維持して公益活動を継続して行くため

には財務基盤の安定化が不可欠で、構造的な課題を抱えています。更に年初から始まった

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響で当法人も大きな痛手を被り、長期に渡っ

て活動停止を余儀なくされました。 

本年度は、コロナ禍で安心・安全を優先事項と認識し、主な公益目的事業として手工芸

講習会の開催 2回、機関誌「SOUSAKU」出版 1回、資格認定者の審査・認定等を実施しま

した。しかしながら、公募第 53回創作手工芸展の中止、毎月の講習会は合計 8回、新春

作品展示チャリティなどの中止に至りました。コロナ禍の影響に終始した一年ですが、財

務面では国の支援制度により、中小企業庁より持続化給付金並びに家賃支援給付金を申請

し受給を受けました。 

 

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 令和２年４月１１日（土） 新型コロナウイルス感染症の影響で中止 

テーマ：リボン刺繍 

第２回 令和２年６月１３日（土） 新型コロナウイルス感染症の影響で中止 

テーマ：（仮題）刺繍  

第３回 令和２年７月１１日（土） 新型コロナウイルス感染症の影響で中止 

テーマ：（仮題）スモッキング刺繍  

第４回 令和２年９月１２日（土）  新型コロナウイルス感染症の影響で中止 

テーマ：（仮題）ビーズ    

第５回 令和２年１０月１０日（土） 新型コロナウイルス感染症の影響で中止 

テーマ：（仮題）シャドーアート３Ｄ 

第６回 令和２年１１月１４日（土） 

テーマ：木の実いろいろ Ｘ‘ｍａｓリース     参加者：７人 

会 場：(株)越前屋ビル８Ｆ            講師：佐久間恭子 

第７回 令和２年１２月１２日（土） 

テーマ：しめ縄の正月飾り              参加者：５人 

会 場：(株)越前屋ビル８Ｆ             講師：池田節子 

第８回 令和３年１月１８日（月） 新型コロナウイルス感染症の影響で中止 

テーマ: （仮題）編み物 

第９回 令和３年２月１３日（土） 新型コロナウイルス感染症の影響で中止 

テーマ：（仮題）刺繍  

第１０回 令和３年３月１３日（土） 新型コロナウイルス感染症の影響で中止 

      テーマ：（仮題）ポタリー 

 

   補足 新型コロナウイルス感染症の影響で講習会開催を 8回中止したが、会員有志に

よるマスク製作を行い、6月社会福祉法人友愛十字会（東京都世田谷区）にマ
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スク 180 枚、7月特別養護老人ホーム愛成苑（神奈川県横浜市）に 222枚寄付

した。さらにマスクケースを製作し、3月これらの団体に各 50枚づつ寄付し

た。 

 

（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：１５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：令和２年６月１８日（木） 

    場 所：日本手工芸作家連合会事務所 

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 

内田 桃子     公益財団法人日本手工芸作家連合会理事 

佐久間 恭子     公益財団法人日本手工芸作家連合会理事 

    授与者：普通科修了証  １名 

        講師免状    ６名 

    審査日（後期）：令和２年１０月１４日（水） 

場 所：日本手工芸作家連合会事務所 

    授与者：普通科修了証  ３名 

        高等科修了証  ４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（１回） 

    令和２年１０月 Vo1.２０６ Ｂ５版１２ページ ４５０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５３回創作手工芸展 新型コロナウイルス感染症の影響で中止 

     日 程：令和２年５月２９日（金）～６月４日（木） 

  ②作品展示チャリティ開催 新型コロナウイルス感染症の影響で中止 

日 程：令和３年１月９日（土）、１０日（日） 

 

（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 

準会員 合 計 
一 般 普通科 高等科 講 師 助教授 教 授 

前期末 79 0 12 71 16 10 22 210 

当期末 68 0 13 72 15 10 25 203 
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増 減 △11 0 1 1 △1 0 3 △7 

令和 2年度は、入会者 16名（R1年度 15名）。退会者 17名（R1年度 17名）で、入会 

内訳は、正会員 11名（17名）、準会員 5名（0名）。 

  また、資格認定により一般から高等科へ 4名（5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〔230 名〕に対し 7名減（2名減）となった。 

 

（２）ホームページによる活動の公開 

ホームページを活用して手工芸の魅力をアピールするために、各支部・教室の活動・

作品の紹介ページを創設・公開した。 

 

（３）顧問・参与に関する事項 

令和２年５月１６日発信され５月２６日決議された第１回定時理事会書面理事会に 

おいて、顧問の選任が行われた。 

    重任：井上 美沙子（顧問） 

また、令和３年２月２７日開催の第２回定時理事会において、参与の選任が行われ

た。 

重任：細川 努（参与） 

 

（４）会議に関する事項 

 １）理事会 

  ① 第１回定時理事会 

   発信日 令和２年５月１６日（土） 

   決議日 令和２年５月２６日（火） 

   開 催 書面による開催（新型コロナウイルス感染症の影響による） 

審議事項 １．令和元年度事業報告及び財務諸表について（原案承認） 

     ２．評議員会に提出する理事の候補者名簿について（原案承認） 

        ３．顧問の任用について（原案承認） 

４．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．臨時評議員会（３月２４日）の決議内容について 

２．第５３回創作手工芸展の中止並びに令和２年度資格認定の変更 

について 

   出席等 決議に必要な理事の定足数６名、同意１０名（全員）、確認監事２名 

  ② 臨時（第１回）理事会 

発信日 令和２年６月２０日（土） 

決議日 令和２年６月２３日（火） 

開 催 書面による開催（新型コロナウイルス感染症の影響による） 

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） 

出席等 決議に必要な理事の定足数５名、同意９名（全員）、確認監事２名 

③第２回定時理事会 

   開催日 令和３年２月２７日（土） 

   開催場所 Zoomによるオンライン開催 

   審議事項 １．令和３年度事業計画及び予算（案）ついて（原案承認） 

        ２．令和３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５４回創作手工芸展中止並びに令和３年度誌上作品展開催について 
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（原案承認） 

        ４．次期評議員候補者の推薦について（原案承認） 

        ５．評議員選定委員会の委員の選任、並びに選定委員会の開催について 

          （原案承認） 

        ６．参与の任用について（原案承認） 

７．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） 

報告事項 １．令和元年度下期 会長及び業務執行理事の職務の執行状況に関する 

報告について 

        ２．令和２年度上期 会長及び業務執行理事の職務の執行状況に関する 

          報告について 

   ※ 報告事項１及び２は、昨年からの新型コロナウイルス感染症の影響で実施して 

     いない項目を行なう。 

   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２名 

 

２）評議員会 

① 定時評議員会 

   発信日 令和２年６月２０日（土） 

   決議日 令和２年６月２３日（火） 

   開 催 書面による開催（新型コロナウイルス感染症の影響による） 

審議事項 １．令和元年度事業報告及び財務諸表について（原案可決） 

     ２．理事・監事の選任について（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５３回創作手工芸展の中止並びに令和２年度資格認定審査の変更 

について 

   出席等 決議に必要な評議員の定足数３名、同意４名（全員）、確認監事２名 

② 臨時評議員会 

   発信日 令和３年３月１５日（月） 

   決議日 令和３年３月１９日（金） 

   開 催 書面による開催（新型コロナウイルス感染症の影響による） 

審議事項 １．令和３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．日本手工芸作家連合会令和３年度資格認定要項について 

     ２．第５４回創作手工芸展中止並びに令和３年度誌上作品展開催について 

     ３．次期評議員候補者の推薦並びに評議員選定委員会の開催について 

     ４．参与の任用について 

   出席等 決議に必要な評議員の定足数３名、同意４名（全員）、確認監事２名 

 

３）委員会 

① 令和２年度資格認定審査委員会 

   開催日 令和２年６月１８日（木） 

開催場所 日本手工芸作家連合会事務所 

   審議事項 令和２年度資格認定審査について 

   出  席 出席委員３名 

② 令和２年度後期資格認定審査委員会 

   開催日 令和２年１０月１４日（水） 

   開催場所 日本手工芸作家連合会事務所 

   審議事項 令和２年度後期資格認定審査について 

   出  席 出席委員３名 
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（５）財務に関する事項 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響による国の支援制度を申請し、中小企

業庁より８月に持続化給付金 \2,000,000 円、並びに１１月に家賃支援給付金 

\219,996 円支給を受けた。 

 

 令和２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。 

 


