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平成23年度　総会次第

1　′開　会

2　　会長挨拶

3　　来賓祝辞

4　　議長選出　議長挨拶

5　　議案審議

議案第1号　　平成22年度事業報告

議案第2号　　平成22年度収支決算報告

監査報告

議案第3号　　平成23年度事業計画（案）審議

議案第4号　　平成23年度収支予算（案）審譲
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議案第1号

1．事業の実施状況

平成22年度事業報告書

事　業　名 佇�����?｢�内　　　　　　　　　　　　　容 

草木染展 兌ﾙ�ﾃ#)D��草木染友の会　　　12名 6月18日（金）～20日（日） 　於Uホール �5x麌ﾞﾉV����)5��

第16回 度ﾈ��y?ｨ��7��ｨ����?ｨ�偬ｨ�｢�福岡町美術作家協会18名二　福岡高校生6名 

ふくおか美術展 �uX7ｨ�ｸ8ｲ�展示作品　36点 

第13回 度ﾈ���?ｨ*ﾙ?ｨ�ｨ����?ｨ�偬ｨ�｢�福岡町いけ花協会　33名　　　展示作品　32点 

福岡町いけ花展 �uX7ｨ�ｸ8ｲ�いけ花体験「レッツチャレンジいけ花」40名参加 

第43回 ���ﾈ�9?ｨ�偬ｨ�｢�福岡町美術作家協会、前句連合会、ニット教室、福岡町いけ花協会 

ふくおか文化奈 「芸術祭」 �uX7ｨ�ｸ8ｲ�草木染友の会、古儀茶道薮内務竹風会、文化少年団　　　（7団体） 

第43回 ���ﾈ�9?ｨ�偬ｨ�｢�福岡宝生会、能how会、福岡輝風会、弥生吟詠会、剣楓会、ラ・コメート　ー 

ふくおか文化祭 �uX7ｨ�ｸ8ｲ�ウインドフラワーズ、藤舞会、豊紫扇会、辰巳溌千の会、幸謡会、葉月 

「芸能祭」 剳汢ｪ畳笑会、こぶしの会、星の会、なごみの会、やまぼうし会、いずみの会 

可酉舞簡研究所、オカリナ福来朗人、福岡中学校吹奏楽部 

福岡高校吹奏楽部　　　　　　　　　　　　　　　　（22団体） 

第8回 ���ﾈ�#y?ｨ��7��｢�演劇「おりん」　　たけんこ劇団　20名 

演劇祭 �uX7ｨ�ｸ8ｲ�入場者数　　773名 

第6回 ��(ﾈ�#9?ｨ�偬ｨ�｢�福岡ひばり園、福岡小学校音楽クラブ、・福岡中学校吹奏楽部、指笛友の会 

ふくおか音楽祭 �uX7ｨ�ｸ8ｲ�福岡高校吹奏楽部、ウインドフラワーズ、葉月、オカリナ福来朝人（8団体） 

邦楽出前講座 ��佇�3�?ｨ�冦��｣��ﾈ綺?ｨ����｢�能楽　指導者：能know会　（指導者延27名） 

於福岡高校 假8ﾗX�(�iY�ｨﾘ(ﾕｨﾇﾈ��uH��乂��｢�

②10月19日（火）10月21日（木） 倩ﾘｾ���轌;��(�iY�ｨｵ�Yx檍����鞁Y���轌;��(�hﾉYYh檍���倡y;��(呂ikﾈ�｢�

於福岡高校 假8ﾗX�(�iY�ｨﾘ(ﾕｨﾇﾈ��uH��乂��｢�

③11月13日（土） �ｸｧ���轌;��(�ivﾙuh檍���倡y;��#�Ykﾈ�｢�

於福岡小学校 假8ﾗX�(�iY�ｨ抦ｧxﾕ｣8��iD��b�

④平成23年 仗X����轌;��(�hﾉﾙ�ﾘ檍���倡y;��#9kﾈ�｢�

1月14日（金） 於福固小学校 假8ﾗX�(�iY�ｨ抦ｧxﾕ｣YD��b�

文化少年団活動 �8ﾈ��)?ｨ��7��｢�日本舞蹄（3名）、詩吟（1名）、町の民謡頼り（13名） 

平成22年度修了式 �uX7ｨ�ｸ8ｲ�はじめてのお茶（8名）、やさしいお琴教室（2名） 

ジュニア美術探検隊（6名）　　　　　　　　　　　　　　　　　fJ 
J Uホールにて発表後、修了証を授与した。 

JR福岡駅へ いけ花奉仕 �,ｨ��D��福岡町いけ花協会 

寺子屋へ協力 兌ﾙ�ﾃ#)D紿ﾈ����[ﾙ�ﾃ#9D�8ﾈ��青儀薮内流竹風会、剣楓会、星の会 



平成22年度事業報告書

2．会轟の実施状況

会　蕃　名 佇�����?｢�内　　　　容 偬��逸)�B�

理事会 滴ﾈ繪?ｨ�冦��｢�平成22年度事業計画、役員改選、文化少年団について ��Ykﾂ�

事務局打合せ 滴ﾈ��)?ｨ�佇��｢�綺会資料作成 �)kﾂ�

幼稚園・保育所・小学校訪問 滴ﾈ��9?ｨ����｢�文化少年団員募集について依頼 �)kﾂ�

定期総会 滴ﾈ�#)?ｨ�冦��｢�①平成21年度事業報告並びに収支決算報告について ②会計監査報告について ③役員改選について ④平成22年度事業計画案並びに収支予算案につい七 田洩ﾂ�

音楽祭実行委員会 滴ﾈ�#)?ｨ�冦��｢�ふくおか音楽祭の計画について ���kﾂ�

芸能祭実行委員会 塗ﾈ�3�?ｨ���X�｢�芸能祭の計画について 添kﾂ�

小・中・高校表敬訪問 度ﾈ��9?ｨ����｢�芸術文化事業全般について �)kﾂ�

文化少年団・出前講座打合会 度ﾈ�#�?ｨ�冦��｢�文化少年団の課題、邦楽出前講座の計画について ��Ikﾂ�

芸能祭実行委員会 祷ﾈ��9?ｨ�佇��｢�芸能祭のプログラム、運営について ��ykﾂ�

芸術委員会 祷ﾈ���?ｨ��7��｢�芸術祭について 添kﾂ�

芸能祭反省会． ���ﾈ�9?ｨ�偬ｨ�｢�芸能祭の反省 �#�kﾂ�

音楽祭実行委員会 ���ﾈ繪?ｨ�佇��｢�音楽祭のプログラム、運営について ���kﾂ�

音楽祭反省会 ��(ﾈ�#i?ｨ��?ｨ�｢�音楽祭の反省 ���kﾂ�

事務局打合会 兌ﾙ�ﾃ#9D��(ﾈ���?ｨ�仞��｢�22年度会計について �)kﾂ�

文化少年団指導者との打合会 �8ﾈ��)?ｨ��7��｢�文化少年団活動の状況と課題について ���kﾂ�

役員会 �8ﾈ��)?ｨ��7��｢�22年度事業状況並びに収支決算見込み等について 妬kﾂ�

芸能委員会 �8ﾈ�3�?ｨ���X�｢�芸能委員会平成22年度総括と23年度計画について ��洩ﾂ�

会計監査 滴ﾈ��?ｨ�H�仞��｢�平成22年度会計監査 �9kﾂ�
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議案第2号

平成22年度収支決算書

自　平成22年4月1日

至　平成23年3月31日

（収入の部）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円） P 項　目 冰ﾈ螽ｧ｢�決算額 儖X��������ﾖﾂ�

1．会　費 �3�X�3����319，500 侘)�ﾈ�ﾈ�x��S��苓������C等�ﾈ������#C��3S��冷�
団体　＠　2，000円　×　35団体＝　70，000円 

2．補助金 塔���3����810，000 倡9��Xｾ���iﾈ冷�

3，雑収入 田�"�22，452 况�ｾ�y��s��(苓��ｯ�WHｾ�����m��Yth,ﾈ檍.h.��｣#(�33S�冷�

4．繰越金 �#Sx�33���257，318 ����7�.h.��

合　計 ���33�8�3����1，409，270 ��

（支出の部）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円） 
項　目 冰ﾈ螽ｧ｢�決算額 儖X��������ﾖﾂ�

1，会議費’ ��X�3����12，718 ��ﾘ檍��yﾘ馼檍戊�9N��

2，事業費 ���3#C��3����1，131，■862 ��

（1）文化祭 都店�3����727，895 ��

①草木染展 ����4�<��殉βββ ��

②いけ花展 度ｾ�<�<�<��符α形 ��c�8��Y�ｩ*ﾈ*(*�I5r�

③芸術祭 �5��<�<����乾仰 ��cC8��-8*ﾘ*�*兌h嶌ﾝR�

④芸能祭 滴<��x�<��3弘之汐 ��cC8��-8*ﾘ*�*兌h嶌ﾝR�

⑤演劇祭 �:�<�<�4��動β〝 ��c亜��ﾈ�ﾝR�

⑥音楽祭 畠-���<����力戦α好 ��ch��-8*ﾘ*�*�乂俤R�

⑦邦楽出前講座 肌��������β ��

（2）美術展費 �#c��3����226，286 ��c�h��-8*ﾘ*�*儖ﾈ��5r�

（3）広報費 ��X�3����0 ��

（4）記念事業費 �����3����100，000 ��騷s3��D雍ﾉD�hｼi��xｾ��

（5）文化少年団 　運営費 都��3����77，681 兢ｸﾊ����ﾗX踪�9~x���9{俾霹��9��

3．運営費 鉄��3����20，380 傲�mYV儂����8ﾟﾉN���,ｩ�ﾙN����ｵiw��h扞�2�

4．予備費 都��3����0 ��

合　計 ���33�8�3����1言64，960 ��

収入合計　　　　　支出合計　　　　　　差引残高

1，409，270　円　－　1，164，960円　＝　　　244，310円（次年度へ繰越）
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議案第3号

平成23年度事業計画（案）

1．方　針

芸術文化の薫り高い、ふれあいのある町づくりのために、町内の文化諸団体との

連携を強め、地域に根ざした文化活動の積極的な推進に努め、多様な文化交流が

着実に広がるよう各種事業を展開する。

2．主な事業

（1）「第44回ふくおか文化祭」など芸術文化事業の開催

（2）文化少年団活動

（3）邦楽出前講座の開催

（4）広報活動

（5）協会創立30周年記念事業の計画策定並びに委員会の設置と準備

（6）芸術文化諸団体事業の共催・後援

3．事業の開催日程

項目 日程 倬h��ｼh��,ﾈ��･H��wb�

芸能委員会 佗ﾈ��効醜橙�通年事業 

平成23年4月21日（木） �.葦ｩ�ﾘ橙� ��・文化少年団活動 ・年間括・動記録及び 広報活動 ・邦楽出前講座 

平成23年6月日（金） 　～6月日（日） �� ���m��Y5r�

平成23年7月16日（土） 　～7月18日（祝） �� ����c�x���-8*ﾘ*�*儖ﾈ��5r�

平成23年7月17日（日） �� ��c�H��Y�ｩ*ﾂ�

～7月18日（祝） 劍*(*�I5r�福岡小学校・福岡中学 校・福岡高校にて開催 ・JR福岡駅へいけ花奉仕 ・さくら祭、つくりもん祭等 地域イベントへ協力 ・寺子屋へ協力 

平成23年11月3日（祝） ����cCH���-8*ﾘ*�*兌h嶌ﾝR�芸能祭 佗ﾈ��ﾝR�

平成　年　月　日（） ��演劇祭 ��

平成23年12月23日（祝） ��第7回ふくおか 　音楽祭 ��

平成24年3月　日（土） 兌h嶌晳D�&8�2�{俾��Xｨ�:飩ﾙUﾂ� ��



蕃案第4号

平成23年度収支予算書（案）

自　平成23年4月1日

至　平成24年3月31日

（収入の部）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円） Il 項・目 1．会費 冏ｹD�7疫ﾈ螽ｧ｢�前年度予算額 儖X����������ﾖﾂ�

311，000 �3�X�3����個人　＠　　500円　×　490人　軍　245，000円 
団体＠　2，000円・×　■33団体＝　66．，000円 

2．補助金 塔���3����810，000 倡9^(�ｾ��

3．雑収入 田���682 况�ｾ�y��y9��

4．繰越金 �#CH�33���257，318 ��

合計 ���33Sh�3����1，383，000 ��

（支出の部）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円） ロ 項　目 冏ｹD�7疫ﾈ螽ｧｩ�吋�7疫ﾈ螽ｧｦﾈ������OX������ﾖﾈ������ﾂ�

1Ⅰ会議費 ��X�3����B�15，000 ��ﾘ檍��yﾘ馼檍戊�9N��

2．事業費 ���3#C��3����L240，000 ��

（1）文化祭 都店�3����795，000 ��

①草木染展 ��ｨｭ���<�<��殉ク♂β ��

②いけ花展 �7Hﾋｸ��4�4��ク玖ククク ��c�H��Y�ｩ*ﾈ*(*�I5r�

③芸術祭 �5饂x<�x��タ玖βββ ��h恢��-8*ﾘ*�*兌h嶌ﾝR�

④芸能祭 傴87Hｾ��������4♂玖ββ♂ ��cCH��-8*ﾘ*�*兌h嶌ﾝR�

⑤演劇祭 乂9�ﾘx��∂玖β♂β ��

⑥音楽祭 �6ﾘﾘX��<�4��72玖仰げ ��cx��-8*ﾘ*�*�乂俤R�

⑦邦楽出前講座 肌�x�4��Jqβ♂ク ��

（2）美術展費 �#c��3����260，000第17回ふくおか美術展 

（3）広報費 ��X�3����15，000 刄zームページ、撮影消耗品費等 

（4）記念事業費 �����3����100，000 剔n立30周年記念事業積立金 

（5）文化少年団 　運営費 都��3����70，000 剳ﾛ険料、萬師謝礼、修了式経費等 

3．運営費 鼎��3����50，000 剌ﾁ耗品費、印刷費、通信費等 

4．予備費 田��3����78，000 � 

合計 ���33Sh�3����1，383，000 � 



平成23年度福岡町芸術文化協会役員名簿

役　　職　　名 剋＝@　名 �(����ﾖﾂ�

顧　問 剄ｓc　哲 兀ｸ�9+x�兀�ｩ_9�h檍�YEﾆ�x檍�｢�

顧　問 刪苟ｺ　昭彦 侈xｶ8檍ｶ8蹴�

顧　問 剞�〟@恵子 ����+x�假�ｵi(9;倆I>�zﾉ'ﾉYx檍�R�Y�ｩ*ﾈ*(*�Hｺh檍�｢�

顧　問 剪�R　法遂 ���ｸ檠+x�兀�ｩ*ﾉOﾈ��ﾞﾈ徂ｺh檍�｢�

会　長！ ��小山　豊 兀�ｨｵ�Yx橙�

副会長 佗ﾉEﾈ効什+r�蓑　厚行 兀�ｩ_9�h橙�

副会長 佗ﾈ��効什+r�神代　亜紀男 兀�ｩ*ﾉOﾈ��ﾞﾈ徂ｺh橙�

理事長 倬ik�ｼy+r�富国征子 �8��X5(8��ｸ6r�

（芸能部）理事 佗ﾉEﾉYｸ効什+r�山岸俊清 �4X48986�7H8�8��ｸ5��

〃 ��高田　憲弘 �+ﾘ*�/�+�ﾈ�&2�

〃 ��堀沢　美佳子 兀�ｨｵ�Yx橙�

〃 ��青木直二 况ﾙd���

JJ ��藤間　舞寿 �:�Y�橙�

〃 ��井渕幸雄 儘ｸﾘﾈ橙�

JJ ��堂田　多恵子 �.(-ﾈ-ｨ*H+X橙�

〃 佗ﾉEﾉYI�ﾙk��寺田　茂 僞ﾄｶ踟x橙�

（芸術部）理事 佗ﾈ��Yｸ効什+r�庄田　登美子 兀�ｩ*ﾈ*(*�Hｺh橙�

〃 ��山本欽也 兀�ｩ*ﾉOﾈ��ﾞﾈ徂ｺh橙�

〝 ��堀井飛雪 兀�ｩ*ﾉOﾈ��ﾞﾈ徂ｺh橙�

〃 ��堂田　笑峰 ���Y��ﾘx橙�

〟 ��林美智枝 侘8ｵi(9;倆I>�zﾉ'ﾉYx橙�

監事 ��林　光子 囘ﾈ閇�陞��

〃 ��梅原喜代治 ���Y��ﾘx橙�

事務局 倬ik�ｼy+r�吉囲　征子 �8��X5(8��ｸ6r�

〃 ��b�蒲田　芳子 ���,ﾈ橙�

〃 傚�ｴﾂ�林美智枝 侘8ｵi(9;倆I>�zﾉ'ﾉYx橙�
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