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平成28年度事業計画書 

 

はじめに 

（環境認識） 

公益法人に移行して５年目の事業年度となる。 

県内春日井市では、来る新年度から小学校全学年において毛筆書道を必修とすることに

なった。平成１１年度からの取り組みで、初年度は２校が文部科学省の教育課程特例校の

指定を受け、試験的に書道を取り入れていたが、現在は２０校で実施。新年度からは３７

の全学年が正科として毛筆を学ぶ。 

先般、文化審議会漢字小委員会が取りまとめた「手書き文字の指針」が各新聞テレビな

どで報道された。パソコンやスマートフォンの普及により、文字を手書きする機会がかな

り減ってきている中、この指針は手書き文字を見直す機会となることだろう。改定常用漢

字表制定（平成22年11月30日 内閣府告示）の折、「漢字を手書きすることの重要性」の

中で、「＜手で書くということは日本の文化としても極めて大切なものである＞という考

え方を社会全体に普及していくことが重要である」ことが述べられている。 

昭和21年の当用漢字表、24年の当用漢字字体表、昭和56年の常用漢字表、平成22年の改

訂常用漢字表、昭和33年の筆順指導の手引きなど、太平洋戦争後の漢字政策において、漢

字使用の基準が示されてきた。今に始まったことではないが、漢字を手書きする上で様々

な書き方や表現があるため、「木」の縦画の最後を止めるか跳ねるかなど、今まで以上に

柔軟かつ多様な指導ができることだろう。学校現場だけでなく、社会一般においても文字

の文化を見直す機会となる。私達はこれをふまえた上で、漢字の正誤の判断に加えて、跳

ね方や止め方、字形などの美醜のスキルを広めていくことが、書道文化の振興普及と書道

教育の発展を目的とする本法人の使命であろう。 

書道は茶道・華道とともに生活文化として位置づけられている。こうした文化芸術が国

内外の複雑化した社会に生きる人々の心のよりどころとなり、書道文化の普及活動と書道

教育の発展が日本経済の下支えとなることを願うものである。晴嵐館は今後もより一層の

民間の書道教育力を通じて書道文化の振興と発展を目指すことを使命として活動を続けて

いく。具体的には、書道作品の展示や書道に関する講習会、書道公募展、段級位の認定な

どを通じて、書道文化及び書道教育の振興を図る事業を推進する。 

 

（基本方針） 

定款第３条（目的）は次の通り。 

「書家大池晴嵐の作品を始めとする書道作品及び大池晴嵐の作品製作の場となった庭園

を公開・開放するとともに、書道芸術及び書道教育に関する事業を行うことにより、書道

文化の振興及び書道教育の発展に寄与することを目的とする。」 

この目的を達成するため次の事業を行う。 

 書道作品等の展示及び庭園の公開等を行い、書道文化の向上を図る事業 

 書道に関する講習会、資格認定、コンクール等を通じて、書道に携わる人材の育成を図

る事業 

 書道に関連する物品の販売に関する事業 
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（事業概要） 

公益財団法人へ移行して５年目の事業年度となる。上記の基本方針をふまえ、平成２８

年度の事業計画を策定した。事業ごとに主な点を掲げると、次のとおり。 

1. 書道振興事業（公益目的事業１） 

大池晴嵐の書業を顕彰し、書道作品をはじめとする書画及びその関連資料等を収集、保

存、基礎的研究を行うことにより、広く一般に展示公開、刊行するとともに、大池晴嵐の

作品構想のインスピレーションの場となった庭園を保全整備し一般に公開する。作品の収

集展示活動を通じて書道の振興に努める。 

 大池晴嵐の作品を展示公開し、その書業を後世に伝える。 

 大池晴嵐が作品を制作する場となった庭園を保全し、一般に公開する。 

 博物館協会が開催する研修に積極的に参加する。 

 収蔵資料、展示資料目録等を刊行し、一般に普及する。 

 

2. 書道育成事業（公益目的事業２） 

書道に関する講習会、資格認定、コンクール等を行い、書道に携わる者を育成し、もっ

て書道芸術及び書写書道教育の発展を図る。 

 書道教育者を育成するために、毛筆教室、篆刻教室、書道教育講習会、毛筆・硬筆錬

成会、文房四宝講習会、書道師範研修会・交流会、作品鑑賞、書道教育相談を行う。 

 書道の資格認定事業として、競書、検定試験・師範試験、審査編集、師範証授与式、

段級位認定証の発行、競書優秀作品展示を行う。 

 書道作品を公募し、中道書法展、全国教育書道展、師範選抜書展、中道書き初め展、

書道教室作品展を行う。 

 その他の事業として、図書資料等の貸出、筆供養、賞状交付等（支援事業）、書道記

念事業、施設の貸与、研究成果等の公表刊行、広報（情報公開・事業の情報提供）を

進める。 

 

3. 書道に関連する物品の販売（収益事業） 

 書道に関する有益な書籍を紹介し、広く一般に販売普及する。 

 良質な書道用具（筆・墨・硯・紙等）を開発し、広く一般に販売する。 
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Ⅰ 書道振興事業（公益目的事業１） 

 

1. 収集、保存及び基礎的研究 

(1) 作品等の展示資料収集 

大池晴嵐ならびに大池晴嵐ゆかりの地元書家、国内外の有名書家の作品情報があれば、

鋭意収集する。収集の際には、専門の学芸員が収集選別ならびに買い上げ価格について

の交渉にあたる。買い取り資金は作品収集のための公益目的保有預金による。 

(2) 作品資料等の保存・保管・整理・表装・補修・登録・評価等 

収蔵作品の保存ならびに的確な状態で保管補修等を行なう。また、作品保管委託の申

し出があれば収蔵庫に保管する。 

(3) 基礎的研究 

① 作品および資料に関する調査研究 

収蔵作品等についての調査研究を随時行う。 

② 大池晴嵐の作品所蔵調査 

大池晴嵐の作品所蔵者に対して、作品ならびに所蔵者に関するデータ収集を随時行う。 

③ 博物館の運営等に関する調査研究 

愛知県博物館協会が主催する博物館運営等に関する部門別研修会に参加し、作品の収

集保存、展示公開等についてのスキルアップをすることで、より良い展示公開を行う。 

④ 博物館視察 

公立博物館あるいは施設の大規模美術館等から、内覧会・レセプション等への参加要

請があれば視察を行う。 

 

2. 展示、公開、貸出および刊行 

晴嵐館本館展示室の観覧者数は年間３５０名ほど、このうち有料入場者数は団体入場者

数を含めて３００名を見込む。今後も作品展示、庭園公開、調査研究等の情報を公開し、

観覧者増のＰＲに努める。 

(1) 作品等展示公開 

常設展示、企画展示、特別展示を行い、書道の振興普及に努める。観覧料は３００円。

（保護者または指導者同伴の小中学生は入場無料、２０名以上の団体は２割引き） 

① 常設展示 

晴嵐館本館１階展示室において、大池晴嵐の書業を紹介し後世に伝えるとともに、晴

嵐の使用した文房四宝等の資料を随時入れ替え展示する。 

② 企画展示、特別展示 

晴嵐館本館２階展示室において、大池晴嵐作品を主に展示し、一般に公開することに

より、書道の発展振興の資とする。前半期は「中国古代漢籍作品Ⅰ」、後半期は「中国

古代漢籍作品Ⅱ」、特別展示として「郷土の書家Ⅱ」、「中国近現代の書画」、「郷土

の書家Ⅲ」。ホームページサイト、地域の情報誌などを通じて観覧者の増にもつとめる。 

(2) 庭園の保全と公開 

晴嵐館庭園の保全整備は、春季から夏季にかけて除草・消毒害虫駆除、池掃除を行う。

また秋季から冬季にかけて樹木の整枝・剪定を行う。また、庭園公開は、樹木の開花時
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期に合わせ、随時紹介公開する。晴嵐が庭園内を散策し、作品制作のための思索をした

飛び石などの作庭についても紹介していく。庭園は常時無料開放。 

(3) 作品等の貸出し 

大池晴嵐の書業を一般に広めるため、作品貸出しの申し出があれば貸出す。 

(4) 収蔵資料、展示資料目録等の刊行 

資料等の基礎的調査研究による成果を一般に普及し、鑑賞、研究の用に供するため、

収蔵品展示品等のデータを記載した目録等を作成刊行する。印刷費などの実費で頒布す

る。 
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Ⅱ 書道育成事業（公益目的事業２） 

 

1. 書道教育者の育成、書道の資格を認定する事業 

(1) セミナー 

① 毛筆教室 

毛筆による漢字および仮名の基礎から作品制作まで、幅広く実技技能を高める。定員

は１５名まで。受講料は月４，０００円（展示室観覧料を含む）。 

日時 毎月第１・３・４土曜日 午前１０時～１２時（年３６回） 

場所 晴嵐館 錬心講堂 

指導 日展会友 大池青岑氏 

② 篆刻教室 

篆刻は書道の一分野ではあるが、非常に専門性が高い。印章についての知識と刻印の

技術を身に付け、書道作品制作技能ならびに鑑賞力の助けとする。定員は１５名まで。

受講料は月３，０００円（展示室観覧料を含む）。 

日時 毎月第３月曜日 午前１０時～１２時（８月休講 年１１回） 

場所 晴嵐館 錬心講堂 

指導 日展委嘱 岡野楠亭氏 

③ 書道教育講習会 

外部から専門の講師を招き書道教育に関する実技講習を行う。定員は１５名。受講料

は一般３，０００円（展示室観覧料を含む）、学生１，０００円。日時・講師未定。場

所は晴嵐館 錬心講堂 

④ 毛筆・硬筆錬成会 

段級位資格試験のための対策講座を秋春２回行い、書道技能のスキルアップを図る。

定員は２０名。受講料は３，０００円（展示室観覧料を含む）。 

日時 秋季 平成２８年８月～９月予定 

   春季 平成２８年４月、２９年３月予定 

場所 晴嵐館 錬心講堂 

指導 晴嵐館検定試験審査員 

⑤ 文房四宝講習会 

書道の用具、その他周辺の学問的分野に関する講習会を行い、書道用具等についての

知識を深める。外部から専門講師を招く。定員４０名。受講料は無料。 

日時 平成２９年３月予定 

場所 晴嵐館 錬心講堂 

講師 未定 

⑥ 書道師範研修会・交流会 

書道認定師範の技能的理論的技能を維持向上させるため、書道愛好者を交えて研修交

流の場を開く。作品を持ち寄り作品の批評を行う。日時、指導者未定。 

⑦ 作品鑑賞（随時） 

美術館や新聞社が主催する地域の書道展、美術展などの展示鑑賞を通じて、芸術作品

に対する鑑賞力、鑑識眼を高める。参加料は美術館等の入場料を徴収。 
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⑧ 作品研究会 

書道の全国公募展の作品制作を目指す者に、制作のアドバイスを行い、資質向上を図

る。参加料は無料。 

⑨ 書道教育相談（随時） 

書道教育に関する様々な疑問点・問題点に対する相談を随時受け付ける。相談内容に

応じ、専門の職員が対応する。相談は無料。 

(2) 書道の資格認定 

① 競書 

競書は、毎月定められた同一の課題を中心に作品制作の技能を競うものである。学生

部は毎月２点の各学年別の課題、一般部は、レベル別の課題（毛筆は月７点、硬筆は月

３点）により出品する。成績は機関誌に掲載し一般に公表する。課題手本の揮毫は、晴

嵐館委嘱の書道専門家による。出品に際しては出品料を徴収する。 

② 検定試験・師範試験 

年２回（春季・秋季）実施し、定められた課題により受験する。 

学生毛筆は５月と１０月、学生硬筆は６月と１１月、一般毛筆漢字は４月と１０月、

一般毛筆かなは５月と１１月、一般硬筆は６月と１２月の課題により作品を募集する。

出品に際しては受験料を徴収する。 

③ 審査編集 

１０級を初級とし、毎月の審査により優秀と認められた作品は級位昇格、機関誌に写

真版掲載し、一部は錬心講堂に展示する。作品の審査は、晴嵐館委嘱の書道専門家によ

る。なお、競書の成績を掲載する機関誌を編集し、成績表のほかに、書道の名品名跡の

紹介、毎月の課題手本、競書および試験の成績、優秀作品の掲載、書道・書道教育に関

する各種情報を提供する。 

④ 段級位認定証の発行 

受験作品のレベルにより、段級位を認定し認定証を発行する。学生部は１０級～１級、

さらには準初段から八段までの認定をおこない、特に優秀と認められる者には、「準特

待生」「特待生」の資格を付与する。一般部は、最高位として「師範」（漢字・かな・

硬筆）の資格を付与する。「師範」以外の段級位認定証は、受験者の教室で指導者から

授与する。認定証の発行手数料は徴収しないが、再発行の場合は手数料を徴収する。 

⑤ 師範証授与式 

師範証授与式を行い、当年度師範合格者を称賛するとともに、指導者、教育者として

の責任をもって後進の指導に当たるよう自覚を促す。 

⑥ 競書優秀作品展示 

毎月の競書作品および検定試験受験作品の中から選ばれた最優秀作品（一般から学生

まで、毛筆および硬筆の作品）を随時掛け替え展示し、書道を志す者の作品制作の指針

とする。 

 

2. 書道公募展事業（コンクール） 

(1) 中道書法展 

15歳以上の書道愛好家、書道研究者などの作品を公募し、審査、展示公開、顕彰する
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ことで、書道芸術の啓蒙・育成をはかる。また、この事業では、愛知県教育委員会、名

古屋市教育委員会の後援名義を継続申請する。出品料は公募１０，０００円、委嘱１２，

０００円、２２歳未満の若年者は５，０００円。 

期日 平成２８年８月予定 

会場 名古屋市博物館 

(2) 全国教育書道展 

幼年から高校生までの毛筆書道半紙作品、硬筆作品を公募審査、展示公開、顕彰する

ことで、書道教育の発展・育成をはかる。また、この事業では、中京大学との共催によ

り開催し、近隣の県教育委員会、市教育委員会および中日新聞社の後援名義を継続申請

する。出品料は一点につき一律４００円。 

期日 平成２８年８月予定 

会場 名古屋市博物館 

(3) 師範選抜書展 

晴嵐館が認定する師範から選抜し、書道作品を募集、展示公開することで、一般市民

への書道文化の啓蒙と育成をはかる。出品料は一律３，０００円。 

期日 平成２８年９月６日（火）～１１日（日） 

会場 名古屋市民ギャラリー栄 

(4) 中道書き初め展 

幼年から高校生までの毛筆書道書き初め作品を公募審査、展示公開、顕彰することで、

書道文化の啓蒙ならびに書道教育の育成をはかる。出品料は一点につき４００円（ただ

し、「中道」競書出品者は３００円）。 

期日 平成２９年２月予定 

会場 江南市民文化会館 

(5) 書道教室作品展 

毛筆教室、篆刻教室等の受講者の制作作品を選定し、年１回江南市民文化会館展示室

に展示。教室における学習成果の発表の場であり、書道を愛好する一般市民に作品を公

開することで、書道教育ならびに書道芸術の向上を図る。出品料は一律３，０００円。 

期日 平成２９年３月予定 

会場 江南市民文化会館 

 

3. その他 

(1) 図書資料等の貸出（随時） 

晴嵐館が収蔵する図書資料を貸出し、書道を研究する一般市民又は研究者の技術的・

理論的向上を図る。収蔵図書資料は、中国や日本の書道の名品名跡、字典辞書、実技技

法書、理論書、その他美術文学にわたる書道の周辺の書道に関する様々な図書文献約４，

０００冊、映像資料等。貸出し、閲覧料は無料。貸出し要領は蔵書貸出規程による。 

(2) 筆供養 

晴嵐館の庭園の一角にある大池晴嵐筆による「筆塚」碑で、毎年１回７月に筆供養を

厳修する。使い古しの筆を供養することを通じて、書道用具に対する感謝の念と道具を

大切に扱う心を養い、書道技術上達を祈念する。供養の導師は真言密教系の僧侶。祈祷
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と呪文を唱えながら使い古しの筆を燃やす。献納料は無料。 

日時 平成２８年７月予定 

場所 晴嵐館庭園 

(3) 賞状交付等（支援事業）（随時） 

地域の書道展・書道催事に対し、「晴嵐館賞」の賞状を交付するとともに、後援名義

の使用を許可することを通じて、地域の書道活動の振興を図り、書に携わる者を支援す

る。賞状交付手数料は徴収しない。手続きは書道催事支援事業要領による。 

(4) 書道記念事業 

法人設立の周年、展覧会、機関誌等の節目の年などに、書道に関する様々な出来事等

をテーマとして企画する行事の開催を通じて、書道文化の継承者の育成を図り、もって

書道文化の振興に寄与する。一般市民が参加できるような書道プログラムを実施する。

その内容は、記念となる当該事業の性格により、その都度内容を企画する。 

(5) 施設の貸与（随時） 

書道に関する研究会等の集会を開催しようとする個人又は団体に対して、晴嵐館の多

目的研修施設（錬心講堂の研修室）を貸し出し、書道に携わる者の活動を支援する。定

員は約４０名まで。使用料は１時間１，０００円。 

(6) 研究成果の公表（毎月１回） 

書論、書道史、書道文化を含む書道関連の領域を専門家に研究委託し、その研究成果

を定期的に公表することを通じて、書道の指導者及び研究者の資質向上を図ることを目

的とする。所蔵作品や収集資料を展示公開するための基礎的研究とは異なり、高度で専

門的な研究である。平成２８年度も次の２名の専門家に委託し、その研究成果を機関誌

「書芸中道」「中道」に毎月連載発表する。 

① 「禅語研究」田島毓堂氏（文学博士、晴嵐館評議員） 

② 「漢文研究」野村茂夫氏（愛知教育大学・皇学館大学名誉教授） 

(7) 広報（情報公開・事業の情報提供） 

① 機関誌「中道」「書芸中道」により、書道愛好家等に書道情報を提供する。各々

年１２回発行する。 

② 館報により、一般市民に書道情報を提供する。年４回発行する。 

③ 晴嵐館ホームページサイトにより、インターネットを通じて一般市民に書道情

報を提供する。随時書き換えを行う。 

http://www.geocities.jp/museiran 

④ 愛知県生涯学習情報システム「学びネットあいち」により、インターネットを

通じて、事業広報などを継続発信する。 

http://www.manabi.pref.aichi.jp 

⑤ 非営利法人データシステム「ＮＯＰＯＤＡＳ」により、インターネットを通じ

て、基本情報、寄附金募集、事業広報などを継続発信する。 

http://www.nopodas.com 

⑥ 愛知の博物館ガイドにより、展示案内の情報を発信する。 

⑦ 愛知健康マイレージにより、県民の健康増進協力店として登録し、展示公開事

業を発信する。 

http://www.geocities.jp/museiran
http://www.manabi.pref.aichi.jp/
http://www.nopodas.com/
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⑧ 各種事業を「国民文化祭・あいち」の応援事業として登録し、事業の情報を提

供する。 

⑨ その他、全国紙、「中日新聞」「尾北ホームニュース」「書道美術新聞」「広

報こうなん」等にはたらきかけ、情報記事掲載を依頼する。 
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Ⅲ 物品の販売事業（収益事業１） 

 

書道芸術、書道文化の向上の一環として、書道に関する書籍、教材、書道用具等を販売

する。 

1. 書籍等の販売（図書、刊行物） 

2. 教材用具等の販売 

3. 硬筆規定用紙の販売 
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Ⅳ 管理部門 

 

1. 会議 

（理事会） 

５月に前年度の決算理事会、３月に次年度の予算理事会を行う。また、必要に応じて臨

時理事会を行う。 

（定時評議員会） 

５月に事業報告と決算承認、次期理事監事改選を行う。 

（監査会） 

５月の理事会の前に２名の監事により前年度事業ならびに会計、理事の職務状況等の監

査を行う。 

（評議員選定委員会） 

５月の定時評議員会終了後、次期評議員の選定を行う。 

 

2. 寄附金募集 

新しい寄附金税制活用し、平成２８年度第５期寄附金を募集する。新公益法人に対する

寄附金に「税額控除」制度が新たに加わり、個人の寄附金が一層優遇されることとなった

ため、平成２４年６月７日に「税額控除にかかる証明」を受けた。ホームページ、機関誌、

館報などを通じて、寄附金についてのより一層のＰＲ及び獲得に努める。 

 

3. 会員募集 

平成２８年度も継続して会員の役割の明確化をはかり、晴嵐館維持運営に対する自覚を

周知することで会員入会の勧誘強化を進める。会費の３分の１を公益目的事業に使用し、

事業活動の充実を図る。 

 

4. 業務執行体制 

（職員） 

事務局業務を執行するため、管理部門１名、事業部門２名を配置する。 

（非常勤職員） 

事務局業務を補助するため、経理担当１名、事業担当３名を配置する。 

（臨時職員） 

事務局業務を補助するため、臨時職員若干名を配置する。 

（非常勤専門委員） 

 一般毛筆・硬筆『書芸中道』、学生毛筆・硬筆『中道』を編集発行するため、専門委

員として編集委員、臨時編集委員を若干名配置する。 

 競書、検定試験、コンクール等の作品審査のため、専門委員として審査委員（非常勤）

を若干名配置する。 

 

5. 福利厚生 

（労働保険） 
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職員の福利厚生および災害補償に対応するため、労働保険に継続加入する。 

 

6. 団体加入 

（小牧法人会） 

法人の運営を円滑にするため、小牧法人会に継続加入する。 

（愛知県博物館協会） 

博物館運営活動を円滑にするため、愛知県博物館協会に継続加入する。 

（江南市社会福祉協議会） 

地域福祉の推進に努めるため、江南市社会福祉協議会に継続加入する。 

（豊道春海顕彰会） 

大池晴嵐の師、豊道春海の事績を顕彰するため、豊道春海顕彰会に加入する。 

 

7. 規程等の整備 

内部規制のための規程・規則として「会員規程」「寄付金規程」「理事会運営規程」「監

事監査規程」「評議員会運営規程」「評議員選定委員会運営の細則」「役員及び評議員に

対する報酬支給規程」「会計処理規程」「資金管理運用規程」「印章取扱規程」「審査員

委嘱規程」「手本揮毫委託規程」「賞状揮毫委託規程」「研究委託規程」「蔵書貸出規程」

「退職手当及び功労金支給規則」「旅費規程」「慶弔見舞規程」「特定個人情報取扱規程」

「個人情報保護・管理規程」「職員の勤務時間・休日・休暇に関する規則」「パートタイ

マー就業規則」「施設利用要領」「書道催事支援事業要領」などが定めてある。今後は、

「委員会規程」「倫理規程」「理事の職務権限規程」などを順次整備する。 

 

8. 税理士の関与及び納税 

決算時に、決算書類ならびに納税に関する指導監督を受け、事業税（均等割）を納税す

る。また、源泉税の年末調整書類を e-TAXを利用して作成しデータ送信する。 

 

9. 基本金、特定資産等の管理運用 

市中銀行の定期預金、証券会社の債権、国債等により資産を管理運用する。また、通帳

等重要書類を保管するため、市中銀行の貸金庫を利用する。 

 

10. 役員登記、行政庁への報告 

役員変更時に名古屋法務局へ登記申請し行政庁へ報告する。 

事業報告、事業計画等を行政庁へ報告する。 

 

11. 施設設備の保全と充実 

＜設備の保全＞ 

 汚損破損あるいは耐用年数を経過した設備の補修・取り換えをする。 

＜施設の美化＞ 

施設および庭園の美化を図るため、社団法人江南市シルバー人材センターと、清掃等業

務につき業務請負契約を継続する。 
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＜防犯、防火＞ 

休日および夜間の防犯防火を図るため、セコム株式会社とセキュリティー契約を継続す

る。 

＜ネット環境整備＞ 

パソコンモバイル、スマートフォン等インターネットに対応するため、ＷｉＦｉ（ワイ

ファイ）環境を整備する。 


