
平成２４年６月２５日 準備号 

晴 嵐 館 報 
 

お知らせ 

師範選抜書展 
筆供養 
書道教育講習会受講者募集 
展示案内 
教室案内 
支援事業 
東京国立博物館「青山杉雨の眼と書」 
 

第３７回 師範選抜書展 
７月１０日（火）～１５日（日） 
名古屋市民ギャラリー栄 ８階 
入場無料 
 

筆供養 
不用の筆をお寄せください。書技上達、健康円

満を祈願いたします。 
７月１６日（月）午前８時厳修（供養無料） 
晴嵐館庭園内 筆塚碑前 
筆の受付期間 ７月１日～１５日 
 

書道教育講習会受講者募集 
「かな小作品を書く」 

８月１日（水）午前１０時～１２時 
晴嵐館 錬心講堂 
講師 倉重拝石先生（公益社団法人中部日本書

道会顧問） 
受講料 １０００円 
定員２５名（定員になり次第締め切ります） 
 

書道教育講習会受講者募集 
「条幅作品を書く」 

８月２４日（金）午後１時～３時 
晴嵐館 錬心講堂 
講師 中根海童先生（岐阜女子大学准教授） 
受講料 １０００円 
定員１５名（小中学生および指導者 定員にな

り次第締め切ります） 
 

晴嵐館展示室案内（特別展示） 
青山杉雨生誕１００年記念展示 
「青山杉雨の書とその周辺」 

９月２３日まで（木曜休館） 
観覧料 ３００円 
 

教室案内（毛筆） 
毎月第１・３・４土曜日午前１０時半～１２時

（都合により変更あり） 
初心者から手ほどき 検定試験、展覧会作品の

指導もいたします 
受講料 ４０００円／月（展示室観覧料含む） 
 

書道催事支援事業のお知らせ 
地域における書道催事に対し、公益財団法人晴

嵐館後援名義使用・晴嵐館賞賞状交付・催事案

内公告等をおこないます。地域団体の書道展覧

会、個展、書道イベント等の催事を支援します。 
支援内容 

１．催事の各種印刷物への「後援 公益財団法

人晴嵐館」名義使用 
２．晴嵐館賞の賞状交付 
３．催事案内として内容を機関誌および晴嵐館

ホームページに掲載 
４．その他・・・詳しくはお尋ねください 
 

「青山杉雨の眼と書」 
東京国立博物館 平成館 
前期展＝７月１８日～８月１９日 
後期展＝８月２１日～９月９日 
月曜休館（８月１３日は開館） 
前売チケットあります 一人１０００円（当日

券１４００円） 
 

公益財団法人 晴 嵐 館 
〒483-8187 
愛知県江南市大海道町青木 22 番地 
TEL＆FAX 0587-56-3170 
E メール museiran@ybb.ne.jp 
ホームページ www.geocities.jp/museiran 

 
 



平成２４年５月６日 第１回理事会 

第１号議案 平成２３年度の事業報告書の承認に

ついて 
第２号議案 平成２３年度の計算書類（貸借対照

表、正味財産増減計算書）及び付属明細書、財産

目録の承認について 
第３号議案 監査報告 
第４号議案 業務執行理事の選定について 
第５号議案 諸規定の制定並びに改定について 
第６号議案 名誉顧問の承認について 
第７号議案 定時評議員会の日時及び場所並びに

目的である事項等の決議について 
第８号議案 その他（会員募集・寄附金募集） 
 
平成２４年５月２７日 第１回定時評議員会 

第１号議案 平成２３年度の事業報告書の承認に

ついて 
第２号議案 平成２３年度の計算書類（貸借対照

表、正味財産増減計算書）及び付属明細書、財産

目録の承認について 
第３号議案 「役員及び評議員に対する報酬支給

規定」の制定について 
第４号議案 その他（会員募集・寄附金募集） 
 

公益財団法人 晴嵐館 

平成２３年度 事業報告書 

１．調査、研究 (寄付行為 第 4 条第 1 号) 
（１）調 査 
（イ）愛知県博物館協会 教育・普及部門研修会 
  日時 平成２４年２月１４日（火） 
    場所 愛知芸術文化センター １２階 アートスペ

ース E・F 
    テーマ 「学校と博物館をつなぐプログラムを考え

る」 
    派遣 １名 
 
（ロ）愛知県博物館協会 保存・修復部門研修会 
  日時 平成２４年２月２２日（水） 
    場所 愛知芸術文化センター １２階 アートスペ

ース E・F 
    テーマ 「文化財 IPMと文化財 IPM コーディネータ」 
    派遣 １名 
 
（ハ）愛知県博物館協会 調査・研究部門研修会 
  日時 平成２４年２月２３日（木） 
    場所 愛知芸術文化センター １２階 アートスペ

ース E・F 
    テーマ 「収蔵資料のデータベース化について」 
    派遣 １名 
 

（２）研究 
（イ）書道及び書道教育に関する研究委託 
①「禅語研究」愛知学院大学教授 田島毓堂氏 「書芸

中道」に掲載 
②「千字文語釈研究」皇学館大学名誉教授 野村茂夫氏

「書芸中道」に掲載 
③「漢文研究」皇学館大学名誉教授 野村茂夫氏「書芸

中道」に掲載 
④「書論研究」愛知教育大学教授 木村大澤氏「書芸中

道」に掲載 
 
（ロ）資料、図書の収集保存および調査研究 
①大池晴嵐の作品等の所蔵調査、収集保存と基礎的研究 
②書道関係図書資料等の収集保存と基礎的研究 
村瀬太乙作品４点受贈 
③展覧会資料の収集と調査研究 
 
２．研究会、講習会、展覧会の開催 (寄付行為 第 4
条第 2 号) 
（１）研究会 
（イ）篆刻研究会 
日時 毎月第３月曜日 午前１０時～１２時 
指導者 山本碩斎氏 
内容 雅印の彫り方 
 
（ロ）毛筆研究会 
日時 毎月第１、３、４土曜日 午前１０時半～１２時 
指導者 本館常務理事 大池青岑氏 
内容 毛筆の実技研究 
 
（２）講習会 
（イ）書道教育講習会 
日時 平成２３年８月２６日（金）午前１０時～１２時 
場所 晴嵐館 錬心講堂 
題目 小中学生条幅実践シリーズ 条幅作品を書く 
講師 愛知教育大学教授 木村大澤氏 
参加者 １６名 
 
（ロ）文房四宝講習会 
日時 平成２４年２月１１日（金・祝）午後１時～２時

半 
場所 江南市民文化会館 ２階第一会議室 
題目 周星蓮「臨池管見」における書法について 
講師 愛知教育大学教授 木村大澤氏 
参加者 ４８名 
 
（３）展覧会 
（イ）館内展示 
①平成２３年度前期 企画展示「晴嵐の書～一行書作品

（１）」 
会期 平成２３年４月２日（土）～９月２５日（日）（２

回掛替） 
内容 晴嵐の書画１６点ほか資料 
入場者数 ２６名（有料２６名） 
 
②平成２３年度後期 企画展示「晴嵐の書～一行書作品

（２）」 
会期 平成２３年１０月１日（土）～２４年３月２５日

（日）（２回掛替） 
内容 大池晴嵐作品１６点ほか資料 



入場者数 ３０名（有料２０名） 
 
③平成２３年度 常設展示 
内容 晴嵐の書業 
入場者数 ５６名 
 
④競書優秀作品展示 
内容 中道、書芸中道、硬筆中道の各競書及び検定優秀作

品を随時掛け替え作品展示 
 
（ロ）館外展示 
①第３６回 晴嵐館師範選抜書展 
会期 平成２３年７月１２日（火）～１７日（日） 
会場 名古屋市民ギャラリー栄 第２・３展示室 
（名古屋 栄 中区役所ビル７階） 
出品者 指導者１１３名の選抜作品展示 
入場者数 ６２４名 
 
②第４１回 全国教育書道展 
会期 平成２３年１２月２０日（火）～２５日（日） 
会場 名古屋市博物館 ３階ギャラリー 
対象 幼年、小学生、中学生、高校生から公募 
応募点数 ５１５３点 
展示点数 入賞作品７６７点と招待作品５点の合計７７

２点 
審査会 平成２３年１１月６日（日） 
表彰式 平成２３年１２月２５日（日） 
名古屋市博物館 地下講堂において１２２名を表彰 
 
③第２８回 中道書法展 
会期 平成２３年１２月２０日（火）～２５日（日） 
会場 名古屋市博物館 ３階ギャラリー 
対象 一般から公募（１５歳以上） 
応募点数 公募作品６４点と委嘱作品９６点 
展示点数 応募作品１６０点、招待・賛助作品４点、 
特別展示９点の合計１７３点 
入場者数 ２４７２名 
後援 愛知県教育委員会、名古屋市教育委員会 
審査会 平成２３年１１月１３日（日） 
表彰式 平成２３年１２月２５日（日） 
名古屋市博物館 地下講堂において７２名を表彰 
 
④第２９回 中道書き初め展 
会期 平成２４年１月２８日（土） 
会場 江南市民文化会館 １階展示室 
対象 幼年、小学生、中学生、高校生から公募 
応募点数 ２３４３点 
展示点数 ４５２点 
審査会 平成２４年１月１９日（月・祝） 
表彰式 平成２４年１月２８日（土） 
同会館２階会議室において６４名を表彰 
 
⑤平成２３年度 晴嵐館総合作品展 
会期 平成２４年３月１０日（土）・１１日（日） 
会場 江南市民文化会館 １階展示室 
対象 研究会員ほか（一般、学生） 
内容 毛筆、ペン、篆刻、漢詩の作品展示 
 
（ハ）誌上展示 
①書芸中道５００号記念誌上展 

対象 一般から作品公募（１５歳以上） 
応募者数 半紙２９２名 条幅２７９名の合計５７１

名 
誌上掲載 書芸中道１１月号（５００号）２ページ～３

９ページに全作品を掲載 
 
３．機関誌の刊行 (寄付行為 第 4 条第 3 号) 
（１）書道研究誌 
（イ）「硬筆中道」４５７号～４６８号 
発行 毎月１０日 １９５０部/月 
内容 硬筆書道研究、事業案内 
対象 学生（幼年～中学生）、一般（高校生以上） 
 
（ロ）「中道」５５５号～５６６号 
発行 毎月２５日  ２５４０部/月 
内容 教育書道研究、事業案内 
対象 学生（幼年～高校生） 
 
（ハ）「書芸中道」４９４号～５０５号 
発行 毎月２５日 ８００部/月 
内容 芸術書道研究、事業案内 
対象 一般（高校生以上） 
 
（２）目録、図録、作品集 
（イ）第３６回 晴嵐館師範選抜書展出品目録 ８００

部 
（ロ）第４１回 全国教育書道展入賞者名簿 １５００

部 
（ハ）第２８回 中道書法展出品目録 ６００部 
 
４．晴嵐館の維持、運営 (寄付行為 第 4 条第 4 号) 
（１）会 議 
（イ）理事会 
①第１回 平成２３年５月２９日（日） 
②臨 時 平成２３年１１月２０日（日） 
③第２回 平成２４年１月１５日（日） 
 
（ロ）評議員会 
①第１回 平成２３年５月２９日（日） 
②第２回 平成２４年１月１５日（日） 
 
（ハ）監事会 
①平成２３年４月２９日（金・祝） 
 
（ニ）最初の評議員選定委員会 
①平成２３年１２月４日（日） 
 
（ホ）師範会 
①平成２４年２月１１日（土・祝） 
 
（２）編集会議 
（イ）硬筆中道編集会議（毎月１回 ２５日ころ） 
（ロ）中道編集会議（毎月１回 ５日ころ） 
（ハ）書芸中道編集会議（毎月１回 １日ころ） 
 
（３）庭園の整備、保全、一般公開 
 
（４）展示館（本館）、講堂（別館）の整備、運営、管

理 
 



（５）作品等収蔵品・資料の整理、保管、修理 
 
（６）公益財団法人認可申請 
 
５．書道の指導者の養成 (寄付行為 第 4 条第 5 号) 
（１）指導者養成講座 
（イ）毛筆・硬筆錬成会 
日時 平成２３年９月２３日（金・祝）午前１０時～午後

３時 
題目 毛筆・硬筆検定試験について 
講師 羽根田菖風氏ほか 
参加者 １６名（毛筆３名、毛筆１４名 のべ１７名） 
 
（２）検定試験 
（イ）一般毛筆昇段級検定試験 
実施時期 春秋２回（漢字－４月、１０月 かな－５月、

１１月） 
対象 競書出品会員（一般） 
 
（ロ）硬筆昇段級検定試験 
実施時期 春秋２回（６月、１１月） 
対象 競書出品会員（一般、学生） 
 
（ハ）学生毛筆昇段級検定試験 
実施時期 春秋２回（５月、１０月） 
対象 競書出品会員（学生） 
 
（３）師範試験 
（イ）一般毛筆漢字師範試験（１０月） 
（ロ）一般毛筆かな師範試験（１１月） 
（ハ）一般硬筆師範試験（６月、１１月） 
 
６．その他 (寄付行為 第 4 条第 6 号) 
（１）書芸中道発刊５００号記念事業 
  内容 ５００号記念号発刊 ４０ページ増 誌上展

作品および「５００号のあゆみ」掲載 
 
（２）筆塚供養 
日時 平成２３年７月１８日（月・祝）午前８時 
内容 筆供養 
 
（３）書芸中道・硬筆中道師範証授与式 
日時 平成２４年２月１１日（土・祝）午前１１時 
場所 江南市民文化会館 ２階 第一会議室 
内容 平成２３年度毛筆漢字師範合格者３名、毛筆かな師

範合格者１名、硬筆師範合格者４名に師範証を授与 
 
（４）段級位認定証の発行 
①学生毛筆認定証 10 級～１級、準初段～八段、会友、特

待生 
②学生硬筆認定証 10 級～１級、準初段～八段、会友、特

待生 
③一般毛筆認定証（半紙漢字・半紙かな） 10 級～１級、

準初段～八段、準師範、師範 
④一般毛筆認定証（芸術漢字・芸術かな） 10 級～１級、

準初段～七段、佳士、能士、妙士、特士、 範士、成家 
⑤一般硬筆認定証 10 級～１級、準初段～五段、準師範、

師範 
 
（５）他団体に対する後援および晴嵐館賞の交付その他 

①第１６回清隆書道展に対し後援（５月） 
②第４５回碩山書院一門展に対し後援並びに晴嵐館賞

１０名表彰（９月） 
③第５９回多度大社奉納書き初め大会に対し後援並び

に晴嵐館賞２０名表彰（２月） 
 
（６）参加利用の促進 
（イ）維持会員の募集 ホームページにより募集 
（ロ）展示案内 機関誌、愛知の博物館お出かけガイド

（愛知県博物館協会）、ホームページにより案内 
（ハ）競書出品案内 機関誌、ホームページ、学びネッ

ト愛知により案内 
（ニ）展覧会出品案内 機関誌、ホームページ、ダイレ

クトメールより案内 
（ホ）その他事業 機関誌、ポスター、ホームページ、

学びネット愛知により案内 
 
（７）情報の公開 
ホームページ（http://www.geocities.jp/museiran） 
公開内容  事業計画、収支予算、事業報告、収支決算、

財産目録、役員名のほか各種事業等を公開 
トップページの閲覧数 2882 件（昨年比＋97 件） 
 
（８）図書資料、作品の貸し出し 
（イ）図書の貸出 ２件（３冊） 
（ロ）作品の貸出 なし 
 
（９）その他 
なし 
 

 
寄附金募集 

晴嵐館へ寄附されますと、確定申告時に所得控

除を受けることができます。 
 
寄附金の使途 晴嵐館の建物修繕費用、各種事

業の拡大費用に使用させていただきます。 
寄附金の振込先 
郵便振替口座 00850-1-45233 晴嵐館まで 
 
※ご寄附いただきましたら、年明けの１月に「寄

附金受領書」と「寄附控除に係る証明書」をお

渡しいたします。 
 

会員募集 

維持員 年額１口 12,000 円（晴嵐館の目的・

事業に賛同する個人） 
賛助員 年額１口 10,000 円（晴嵐館の事業に

賛助する個人または書道関連団体） 
※会費の３分の１以上を公益目的の事業に使用

します。 


