
議案第3号　　　平成24年度福岡町芸術文化協会役員名簿（案）

役　　職　　名 剋＝@　名 儖X��������ﾖﾂ�

顧　問 剄ｓc　哲 兀ｸ�9+x�兀�ｩ_9�h檍�YEﾆｶ踟x檍�｢�

顧　問 刪苟ｺ　昭彦 侈xｶ8檍ｶ8蹴�

顧　問 剞�〟@恵子 侏8檠+x�侘8ｵi(9;冩y>�zﾉ'ﾉYx檍�R�Y�ｩ*ﾈ*(*�Hｺh檍�｢�

顧　問 剌ｬ山　豊 ����+x�兀�ｨｵ�Yx檍�｢�

会　長　… 剿ｪ　厚行 兀�ｩ_9�h橙�

副会長‾「 ���ﾇﾈ��効什+r�R�神代　亜紀男 兀�ｩ*ﾉOﾈ��ﾞﾈ徂ｺh橙�

副会長 鳴���ﾇﾉEﾈ効什+r�山岸　俊清 �4X48986�7H8�8��ｸ5��

理事長 倬ik�ｼy+r�寺田　茂 僞ﾆｶ踟x橙�

（芸能部）理　事 ��蒲田　芳子 ���,ﾈ橙�

〃 ��｢�斉藤　喜久子 �8��X5(8��ｸ6r�

JJ ��｢�井渕　幸雄 儘ｹwx橙�

JJ ��中村範子 冽Hﾈ��

JJ ��b�尾崎　敦子 �$9jIzﾉ�x,ﾈ橙�

JJ ��高田　意弘 �+ﾘ*�/�+�ﾈ�&2�

〃 ��X*IUﾉYI�ﾙk��B�堀澤　美佳子 兀�ｨｵ�Yx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�

／J ��堂田　笑峰 ���Y��ﾘx橙�

JJ 稗�福島　眞佐子 ���m��Yth,ﾈ橙�

〃　j 　l 剿x井　飛雪 兀�ｩ*ﾉOﾈ��ﾞﾈ徂ｺh橙�

JJ ����林　美智枝 侘8ｵi(9;冩y>�zﾉ'ﾉYx橙�

監　事 ��梅原喜代治二 ���Y��ﾘx橙�

′J ����ur����石畑　雅芳 �,�+(-ﾘ,ﾈ橙�

事務局 ��ｨ駟k�ｼy+r�寺田　茂 僞ﾆｶ踟x橙�

／J ����ﾇb�蒲田　芳子 ���,ﾈ橙�
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議案第4号

平成24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推進並びに多様な文化交流が広がるよう、各種事業を展開する。

本年度は、本協会の創立30周年にあたり、式典を開催して祝賀すると共に記念誌を発行して、協

会と町の芸術文化の益々の発展を図る。

また、記念事業として会員が一堂に会し、日頃の研鎖の成果を発表する「ふくおか文化祭」を盛大

に開催する。

2．主な事業

（1）創立30周年記念式典の挙行

（2）創立30周年記念誌「30年の歩み」の発行

（3）記念事業「ふくおか文化祭」の開催

（4）文化少年団活動

（5）邦楽出前講座の開催

（6）広報活動

（7）芸術文化諸団休事業の共催・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l 佗ﾈ��効醜橙�通　年　事　業 

平成24年5月11日（金）′ �.葦ｩ�ﾘ橙� ��・文化少年団活動 ・年間活動記録及び 広報活動 ・邦楽出前講座 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‾ ・寺子屋へ協力 ・さくら祭、つくりもん祭等 地域イベントへ協力 

平成24年11月3日（祝） ��騷s3��D雍ﾂ�D��5H���椶�橙�ｴﾉD���S3�D��,ﾉ^�-ﾘ�iJﾘﾗ2�ｴﾉD�io"�-8*ﾘ*�*兌h嶌ﾝR�葺能祭 佗ﾈ��ﾝR�

平成24年12月23日（日） ��第8回ふくおか 　音楽祭 ��

平成25年3月　日（） 兌h嶌晳D�&8�2�{俾��Xｨ�:飩ﾙUﾂ� ��



議案第5号

平成24年度収支予算書（案）
自　平成24年4月1日

（収入の部）　　　　至平成25年3月31日　　　　　（単位：円） 

項　目 冏ｹD�7疫ﾈ螽ｧ｢�前年度予算額 儖X����������ﾖﾂ�

1．会　費 �#ス�3S���311，000 侘)�ﾈ���x������S��苓������CC9�ﾈ����##��3S��冷�

団体＠　　2，000円　×　32団体＝　64，000円 

2．負担金 鉄���3����0 偬ｨ棹檠X�%8ｾ���X�3���苓������ﾈ����S���3���冷���������������������������������������B�

3．補助金 ���3�S��3����800，000 ���������������������������9^(�ｾ�����3���苓�ｳ#S��3���苓����3�S��3���冷�

4．雑収入 鉄c2�690 况�ｾ�y��y9��

5．繰入金 涛���3ャ��0 ��騷s3��D雍ﾉD�hｼi��xｾ�ﾄｩ?ﾂ�

6．繰越金 �#C(�3�Sr�244，310 ����7�.h.案ｨ里�

合　計 �(�3塔��3����1，356，000 ��

（支出の部）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円） 
項　目 冏ｹD�7疫ﾈ螽ｧ｢�前年度予算額 儖X����������ﾖﾂ�

（支出の部）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円） 
項　目 冏ｹD�7疫ﾈ螽ｧ｢�前年度予算額 儖X����������ﾖﾂ�

1．会議費 鼎X�3����15，000 ��ﾘ檍��yﾘ馼檍����ﾗ8効醜檍戊�9N��

2．事業費 �(�3c#X�3����1，240，000 ��

（1）文化祭 ���3S���3����795，000 ��

①草木染展 �<��砺βββ ��

②いけ花展 ����7玖♂αフ ��

③芸術祭 儺ｨ;���朔α形 �3��D雍ﾉD�-8*ﾘ*�*兌h嶌ﾝX����m��Y5x��*(*�I5x��Oﾈ��5xｭﾈ-��｢�

④芸能祭 ���ｨ��<����4β玖β♂β �3��D雍ﾉD�-8*ﾘ*�*兌h嶌ﾝR�

⑤演劇祭 �<��朔♂ββ ��

⑥音楽祭 �6ﾘ�ｨｾ�<���4��ノ∠玖α形 ��c亜�-8*ﾘ*�*�乂俤R�

⑦邦楽出前講座 畑ｾ�<���<��Jq♂α7 ��

（2）美術展費 ���260，000 ��

（3）記念式典費 �����3����0 �5�6X�ｸ5x6�984ｸ�h��Uﾈ�(�9Tﾘﾖｹ{��XｴﾉD�����h扎���ｩ�)w�(8撕9��

（4）記念誌費 �#S��3����0 �3�D�,ﾉ^�-ﾙ�ｸﾞﾉN��

（5）祝賀会費 鉄���3����0 偬ｨ棹檠N��X�������������������������������ﾂ�

（6）広報費 ���X�3����15，000 �7ｨ�ｸ8�7��ｸ5x���(帽��mYV儂���3��D雍ﾉD�h嶌ﾝX7ﾈ5�5��ｲ�

－（7）記念事業積立金 ���100，000 ��騷s3��D雍ﾉD�hｼi��xｾ��

（8）文化少年団 　運営費 都��3����70，000 兢ｸﾊ����ﾗX踪�9~x���9{俾霹��9��

3．運営費 �����3����40，000 傲�mYV儂����8ﾟﾉN���,ｩ�ﾙN���3��D雍ﾉD�hｼh駟k�N��

4．予備費 ��#��3����61，000 ��

合　計 �(�3塔��3����1，356，000 ��
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平　成　24　年　度　登　録　団　体　名　簿

芸　能　委　員　会

Nn �&8�����ﾈ����kﾂ���Y�B�代議員数 ��9Uﾈ�(��kﾂ�．備　　　考 

1 冽xｼ��福岡宝生会 鼎R�5 冕ｨ��ﾏｨﾗ2� 

2 僞ﾈｧ��能know会 �3��4 倬ｹ68��l��

3 倩ﾘｾ��福岡輝風会 �3��4 冏��h��Oﾈ�����

4 倩ﾘｾ��弥生吟詠会 湯�1 俘)68���(���

5 倩ﾙY��剣楓会 �2�1 ��:��Oﾂ�

6 �5(�ｸ8�5��ウインドフラワーズ �#��3 伜(ｭﾘ���)�B�

7 �5(�ｸ8�5��ラ・コメート ����2 亳x鈷��路���

8 �?ｩY��藤舞会 ��b�2 �:�ｭH��Y���

9 �?ｩY��豊紫扇会 途�1 凩���ﾏX���

10 �?ｩY��辰己流千の会 迭�1 儖hﾞ�=h���

11 冕�r�幸謡会 ��2�2 �I諟��ﾔｹu��

12 冕���福岡豊笑会 唐�1 ��8ﾊ���毎���

13 冕���いずみの会 澱�1． ��X圸69u)Oﾈ���

14 冕���こぶしの会 途�1 �?�,ｸﾆ)Oﾈ���

15 仗X�b�事仁会 迭�1 伜(ﾞ���z)Oﾂ�

16 仗R�星の会 ��S���1 乘y68��dh���

17 仗R�なごみの会 途�1 ��飩���椹db�

18 ��Y�8ｽR�やまぼうし会 ��b�－2 偬��ｨ�������

19 �佇��たけんこ劇団 ������1 俘)68���8ﾔ��

20 况ﾙY��可西舞踊研究所 �#"�‾3 ��$ｨ��ｼｨｯ2�

21 �4ﾈ�ｸ7ｸ�ｲ�6��葉月 ����1 �(i�ｩLﾘ���

22 倡y9��指笛友の会 �2�1 ��YJ伜(����u��

23 剳汢ｪひばり園 ��伜顋X檍醜�｢��ﾉ68��Oﾉ�8���

24 剳汢ｪ小学校 ��伜顋X檍醜�｢����ﾕｩ+r��I�X��ﾔ�&｢�

25 剳汢ｪ中学校 ��伜顋X檍醜�｢�����Hｧ兀B�')68��樞�

26 剳汢ｪ高等学校 ��伜顋X檍醜�｢�����Hｧ兀B���}�ｷiu��

計　　　　　　26　　　　　　303　　　40

9



平　成　24　年　度　登　録　団　体　名　簿

芸術委員会

No． �&8���ﾈ��kﾂ���Y�B�代議員数 ��9Uﾈ�(��kﾂ�備　考 

1 儖ﾈ���福岡町美術作家協会 ����2 ����8恢ｴ�&｢� 

2 ��;��福岡町いけ花協会 鼎"�5 傅�68��6�ﾈ���

3 ���R�前句連合会 鼎��4 �;�68���_B�

4 �(9;��古儀茶道薮内流竹風会 ����2 凩���Oﾉ'�醴�

5 ��R�草木染友の会 ��"�2 兀�8x����ﾛ(���

6 兢)Z��ニット教室 唐�1 冢ﾈ皐������

計　　　　　　6　　　　　　140　　16

広報委員会

氏　名 傀ｩ��&9�ﾂ�備　考 

蓑　厚行 兀�ｩ_9�h橙� 

地崎　誠治 兀�ｩ*ﾉOﾈ��ﾞﾈ徂ｺh橙�

寺田　茂 僞ﾆｶ踟x橙�

向山　登 僞ﾆｶ踟x橙�

創立30周年記念事業実行委員会

氏　名 傀ｩ��&9�ﾂ�備　考 

V／／蓑　厚行 ���Y�ｩ_9�h橙� 

〆神代亜紀男 兀�ｩ*ﾉOﾈ��ﾞﾈ徂ｺh橙�

／′／山岸俊清 �4X48986�7H8�8��ｸ5��

折・′　寺田　茂 僞ﾆｶ��x橙�

豆Pノ　藤間　舞寿 �:�Y�橙�

井淵　幸雄 儘ｸﾘﾈ橙�

蒲田　芳子 ���,ﾈ橙�

J′■堂田　笑峰 ���Y��ﾘx橙�

庄田　登美子 兀�ｩ*ﾈ*(*�Hｺh橙�

林　美智枝 侘8ｵi(9;冩y>�zﾉ'ﾉYx橙�

地崎　誠治 兀�ｩ*ﾉOﾈ��ﾞﾈ徂ｺh橙�
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