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【ふじのくに未来財団助成事業】 

事 業 計 画 書 

2020  年 5 月 14 日 

 

公益財団法人ふじのくに未来財団 伊藤 育子 様 

 ふじのくに未来財団助成事業募集要項に基づき、以下のとおり応募します。 

1. 活動の概要 

応募事業名 みほしるべ茶会 

事業費       30,000 円 （ 内、助成金申請額 27,000 円 ） 

事業実施期間 
 2021 年  11 月 1 日（ 月 ）～ 2021  年  11 月 1  日（ 月 ） 

  ※実際に活動を行う期間（イベント終了後の反省会等も含む）を記載してください。 

 

2. 団体の概要 

フリガナ トクテイヒエイリカツドウホウジンシズオカジュク セカイヘシズオカチャヲヒロゲヨウ 

団体名 NPO 法人静岡塾【世界へ静岡茶を広げよう！実行委員会協力部門】 ㊞ 

フリガナ サイトウ カヨ 

役職名 理事長 
代表者 齋藤 佳代 

団体所在地 

〒420-0035 

静岡市葵区七間町 14‐1‐702（新）/静岡市葵区西草深町 5-16-305（旧）；登記変更手続中 

 

団体連絡先 

TEL 090-3838-6844 FAX 054-330-1893 

E-mail shizuokajukuskco@shizuokajuku.jp 

担当者連絡先 

（窓口となる方） 

 

※団体の代表者や

所在地と同じ場合

は記入不要です。 

フリガナ サイトウ カヨ 

氏名 齋藤 佳代 

TEL ０９０－３８３８－６８４４ FAX ０５４－３３０－１８９３ 

E-mail jasse21@gmail.com 

住所 
〒420-0035 

静岡市葵区七間町 14-1-702 

情報公開度 canpan の ★ 数 ：★★★ 

 ※任意団体等で団体印がない場合は、代表者の印を ㊞ の箇所に押印してください。 

 ※担当者連絡先には助成事業についての書類の郵送や、問い合わせ・各種連絡等を行います。 

 ※助成事業期間終了後もご連絡しますので、代表者・担当者や連絡先が変更になる場合は必ずご連絡ください。 

【様式第 1-2号】   

団 体 指 定 
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 ※これ以降は、必要に応じて枠の大きさ、変更していただいて構いません。 

 

3. 団体の活動について（※簡潔に記載してください。） 

 (1) 団体の活動ミッション 

この法人は、「公開講演会」を定期開催し、地域の幅広い世代間の市民に対して、時代・時局やニーズの

変化・流れの中で国家・社会における活動現場の声を直接聴き、多世代・異業界・海外の人々と交流、対

話をする場所と機会を提供する。参加者相互の世界認識、国際性、視野の拡大を促すことで、参加者各人

の文化交流と生活の向上に寄与することを目的とする。 

 

 (2) 計画した事業に関連した、これまでの主な活動成果 

特定非営利活動に係る事業として、「公開講演会」主催・運営事業（別紙年間予定の通り）更に、 国際交

流事業、国際会議開催事業（過去に開催、現在休止中）、成熟した豊かな市民社会実現に寄与する非営利

活動の協働・連携・連絡・交流・支援事業、及び、その他この法人の目的を達成するための各種事業を実

施した。 

 

 (3) 主たる団体のメンバー（人数に応じて枠を追加してください） 

氏 名 経歴や活動実績などを具体的に記載してください。 

齋藤 佳代 静岡塾を任意団体で 2009 年設立。その後静岡県と東京都間活動を継続。 

安並 洸一 葵区で訪問介護事業所(株式会社安里)を経営。社会活動に邁進している。 

藤木 八圭 清水区でフリージャーナリストとして情報共有と発信に努めている。 

川上 正夫 駿河区でオフィスワーク代行業個人事業主として働き文化振興に努める。 

大河原 康隆 掛川市に在住し、国際 NGO の会員として人権・宗教問題に関心がある。 

 

4. 申請する事業・活動の内容について 

 (1) 概要（簡潔に記載してください） 

□事業の目的（100 字以内で記載してください。） 

この法人は、「公開講演会」を定期開催し、地域の幅広い世代間の市民に対して、時代・時局やニーズの変

化・流れの中で国家・社会における活動現場の声を直接聴き、多世代・異業界・海外の人々と交流、対話

をする場所と機会を提供する。参加者相互の世界認識、国際性、視野の拡大を促すことで、参加者各人の

文化交流と生活の向上に寄与することを目的とする。 

 

□SDGs 対応番号 

全て 
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□事業の対象者・受益者 

NPO 法人静岡塾関連事業ご参加者 

 

□事業内容（200 字以内で記載してください。） 

漁協のお話、農協のお話、武道のお話、哲学のお話等を行い、情報共有を行う茶道の茶会の開催を行う。 

 

□事業実施地域 

静岡市清水区・駿河区・葵区 

 

 

 (2) 事業の経緯について （この事業を企画した理由は？） 

□事業の生まれた背景・課題は？ 

世代間協力・交流が何より社会的解決には不可欠である。意識的・定期的にそれを行うことで、社会的課

題解決を、個人間の信頼関係で促進していく。 

 

□目的は？ 

個人個人の抱える不安の解消・課題の解決及び、組織間の連携・協働の促進を、茶道文化を共有しながら

実行する。 

 

 

 (3) 事業の詳細 （事業の具体的内容） 

  ※講座、ワークショップやイベント、調査研究等の内容など。 

   それぞれについて、「項目」「主な対象者」「場所」「講師やスタッフ配置」「雨天時対応」 

  「何を・どのように・どうするか」などが分かるように記載してください。 

別紙参照（昨年 11 月 1 日の「みほしるべ茶会」記録の通り） 

 

 (4) 提案事業の新規性・アピールポイントについて 

※募集要項「3. 助成対象活動」(2) の要件について、事業のどこが新しいか（または団体の既存の取り組み

をどう改善したか、またはこれまでの団体の取り組みをどう拡大させたか）について説明して下さい。 

形式的、事務的な範囲に収めずに具体的な問題解決を図り、具体的な方法を実行・協力をすること。会議

も形式ばらず、「茶道」という文化環境の中で実施する。毎月の会合も、喫茶店や小規模の会議室で行う。 

 

 

 (5) 実施スケジュール  

  ※事業の詳細に記載した内容について、事業の流れを記入してください。（別紙年間予定の内、11 月 1 日分） 
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実施日程 実施項目（内容説明）・作業項目・実施場所等 

2021 年 11 月 1 日

（月） 

静岡市清水区三保１３３８番地の４５『みほしるべ』２F会議室 

【実施内容】 

三保松原は、富士山世界文化遺産の構成資産として登録された景勝地で

フランスとのご縁も深く、毎年「羽衣薪能」を開催し「羽衣伝説」を文

化的に継承しています。フランスで日本文化を究め続けた舞踏家エレー

ヌ夫人の石碑もあります。静岡市は、１９９１年以来フランスのカンヌ

市と姉妹提携を結んでおり、今年は交流３０周年を迎えます。今年は、

地場産業や文化産業に注力した「マルシェ」を同時に開催することで、

集客と静岡の産業経済振興を図り、三保松原から世界へ、文化と人々の

温かい交流が続くよう発展を期しております。 

【「みほしるべ茶会」の概要】 

開 催 日：令和３年１１月１日（月） 

開催場所：静岡市三保松原文化創造センター「みほしるべ」 

2階会議室内（２０２０年度「先行実施会場」として） 

主 催 者：世界へ静岡茶を広げよう！協力部門（NPO法人静岡塾） 

参 加 者：３0名程度～（１席８名） 

【実施の流れ】 

・受付：お茶とお菓子（清水・駿河・葵）を３種から、お客様にお選

びいただき、順番に、ご案内を行う。 

・本茶会の趣旨説明と今後の展望を共有。フランスとの Zoom中継企画

も共有。（カンヌ市静岡市姉妹都市提携３０周年で仏日協会と協力） 

・お茶に関するパネルも展示。（昨年度の様子について撮影の通り） 

・お水は、富士山麓のミネラルウォーターを使用する。 

・茶巾・茶碗類は熱湯消毒し、点前毎交換。 

・全員、マスクを着用。 

 

 

 (6) 見込まれる成果 （この事業が課題に対して果たす役割や、地域・社会にもたらす影響は？） 

静岡塾は、世代を越えた様々な人々との交流の場、 

開放的な談義や真剣な論議を交わす場、良いもの・良い情報を共有する場です。 

気さくで自由闊達な意見交換と、それぞれの自己観察を通して、 

共に学びながら信頼関係を構築し、客観的に現代社会を監査します。 

既存の概念や社会通念に囚われず、自由に発想し表現する力を養います。 

日常の衣・食・住の基本を大切にし、仲間と知恵を分かち合いながら 

感謝の中で、毎日の一瞬一瞬を、より美しく輝かせる心を培います。 

 

 (7) 申請する事業の主な活動メンバー（講師含む）、他団体・組織との連携について 

   （人数・団体数に応じて枠を追加してください） 
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氏名 所属・役職 事業における役割 

齋藤 佳代 
静岡塾 SK 株式会社 

代表取締役 

みほしるべ茶会実現のため、打合せ・場所の準

備設え、その他各種調整を一元的に実施する。 

川上 正夫 オフィスバトラー代表 
みほしるべ茶会での「お点前」やお道具の提供

を行い、茶道の良さ・魅力を伝導する。 

高橋 信由 東海大学名誉教授 
三保在住のみほしるべ茶会の「席主」として、

お客様をお迎えし、温かい人的交流を繋げる。 

大谷 文彌 表千家大谷社中師範 
表千家で茶道のお稽古を施しながら、各種の茶

道関連イベントや茶会で活躍する本会顧問。 

栗田 正光 
ハートワークスデザインオ

フィス・一級建築士 

携帯（移動式）茶室を製作する。みほしるべ茶

会では「行燈」という作品を有料で提供する。 

団体名 ※完全単独実施の場合、記載不要です 事業における役割 

静岡塾 SK 株式会社 スポンサー（資金的、人的支援） 

  

  

 ※個人情報にあたる部分は公表しません。 

 

5. 事業終了後の事業継続性について （助成金終了後、提案事業はどのように継続させますか？） 

毎年、毎月２回以上の会合を実施し、情報共有と課題解決を継続します。（別紙の通り） 

また当助成金事業として本年も予定している「みほしるべ茶会」も静岡市お茶の日、毎年実施致します。 

 


