
令 和 元 年 度 事 業 報 告 

 

Ⅰ 事業内容                                       平成 31年 4月 １日から 

                                      令和 2年 3月 31日まで 

公益目的事業（公１） 

博物館運営事業（公１） 

１ 建築工事 

① 宇治山田郵便局舎保存修理工事〔協同/日本郵政㈱〕 

  （平成 31 年 4月～令和 2年 3月）※平成 31年 2月から継続 

②名鉄岩倉変電所保存修理及び耐震補強等工事 （令和元年 8月～令和 2年 3月） 

③その他維持管理工事                  （令和元年度通年） 

 

２ 施設等整備工事 

①電気設備修理 

②上水設備修理 

③防災設備修理 

④樹木・芝生維持管理 

⑤その他 

・SL12 号オーバーホール 

 

３ 展示等の充実 

①特別展示 

   ・るろうに剣心特別展「剣心が見た幕末と新時代の到来」 

（千早赤阪小学校講堂）（8月 1日～12月 15日） 

・るろうに剣心特別展 特別ガイド（12月 15日） 

  ②資料整理 

③その他 

・長崎居留地二十五番館展示リニューアル            （4 月） 

 

・写真で振り返る 今上天皇皇后両陛下と明治村 

 （平成 31年 3月 2日～令和元年 5月 12日） 

・クラウドファンディングで甦る明治の音色 

「リードオルガン復活プロジェクト」 
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４ 催事 

①春催事 『明治探偵 GAME ～千里眼の男～』 

（平成 31年 3月 2日～令和元年 7月 21日） 

イ）明治探偵 GAME ～千里眼の男～ 

〔後援/愛知県教育委員会、岐阜県教育委員会〕  

・依頼書 Ｗ  ～名探偵はワガハイ！？～     難易度 0.5 

・依頼書 壱  ～念写×失踪人～         難易度 1 

・依頼書 弐  ～千里眼×探し物～        難易度 2 

・依頼書 参  ～精神感応×記憶喪失の男～    難易度 3 

（催事期間中） 

・依頼書 四  ～残留思念×贋作師～       難易度 4 

・依頼書 伍  ～予知×狙われた名探偵～     難易度 5 

（5月 11日～7月 21日） 

 

ロ）明治体感イベント              

・明治偉人隊デビュー公演（呉服座）         （5月 1日～5日） 

・ストリート歌舞伎「ロミオとヂュリエット」 （呉服座）   

（5月 12日～6月 2日の日曜日） 

・「坊っちゃん」（呉服座）            （5 月 1 日～5 日） 

     

ハ）その他 

・着物で歩く明治村                （4 月 1日～30日） 

・明治探偵 GAME スペシャル DAY「明治探偵社所長就任式」 

～イメージキャラクター寺坂頼我さん今枝桜さんが登場！～（5月 26日） 

・機械館で活版印刷の実演・体験！           （4 月 7 日～） 

・ゴールデンカムイ パネル展示  （平成 31年 3月 23日～令和 5月 19日） 

 

②夏催事  『宵の明治村』 

（8月 3日、4日、10日～18日、24日、25日、31日、9月 1日）  

イ）宵の明治村 (夜間延長開村)                     

・宵街映写 ～ プロジェクションナイト ～ 〔協力/名古屋造形大学〕 

（札幌電話交換局）（催事期間中） 

・明治偉人隊ショー（帝国ホテル中央玄関前芝生広場）  

 （8月 3日、24日～9月 1日） 

・応援合戦パフォーマンス（帝国ホテル中央玄関前芝生広場）（8 月 4 日） 
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・Dreaming JAZZ ナイト （帝国ホテル中央玄関前芝生広場） 

（8月 10日～12日、14日～18日） 

・水中脱出イリュージョンショー （帝国ホテル中央玄関前芝生広場）  

 （8月 13日） 

・花火競演                      （催事期間中） 

 

ロ）博物館明治村×るろうに剣心―明治村剣客浪漫譚― 

・特別展示「るろうに剣心特別展『剣心が見た幕末と新時代の到来』」 

（千早赤阪小学校講堂）（8月 1日～12月 15日） 

・明治村住民登録 るろうに剣心 Ver.      （8月 1日～12月 15日） 

 

ハ）その他 

・関市観光 PR                       （8月 3日） 

・せともののまち 瀬戸市観光 PR              （8月 31日） 

・明治探偵 GAME はじまりの事件          （7 月 27日、28日） 

 

③秋催事『博物館明治村×るろうに剣心―明治村剣客浪漫譚―』 

（9月 11日～12月 15日） 

イ）博物館明治村×るろうに剣心―明治村剣客浪漫譚― 

 

・特別展示「るろうに剣心特別展『剣心が見た幕末と新時代の到来』」 

（千早赤阪小学校講堂）（8月 1日～12月 15日） 

・明治村住民登録 るろうに剣心 Ver.      （8月 1日～12月 15日） 

 

・博物館明治村×るろうに剣心×リアル脱出ゲーム 

修羅潜む京都からの脱出（宮津裁判所法廷）（催事期間中） 

  

ロ）その他 

・明治村写真コンテスト入賞作品展 （東山梨郡役所） 

（9月 14日～12月 15日） 

・品川燈台特別公開（品川燈台）          （10月 26日、27日） 

〔協力/第四管区海上保安本部､（公社）燈光会、 

（公財）海上保安協会東海地方本部、大日本アガ（株）〕 

・蘇った明治の音色 阿川村長と楽しむ 風
オ ル

琴
ガ ン

の調べ    （11 月 30 日） 
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④きらめき明治村  

『明治建築をてらすイルミネーション きらめき明治村』 

            （11月 2日～令和 2年 1月 13日の土日祝） 

イ）明治建築をてらすイルミネーション きらめき明治村 

（呉服座を中心とした「4丁目」、 

帝国ホテル中央玄関を中心とした「5丁目」）（催事期間中） 

・帝国ホテル中央玄関  

ショー 帝国ホテルイルミネーション「フランク･ロイド･ライト STORY」 

・聖ザビエル天主堂  

ショー プロジェクションマッピング「雅～光と映像の彩り～」 

〔協力/名古屋造形大学〕 

・本郷喜之床・小泉八雲避暑の家 

ショー 障子プロジェクション「夢路～時代を越える文豪たち～」 

・帝国ホテル中央玄関前芝生広場「ヒカリのガーデン」  

・隅田川新大橋「幸福の架け橋」 

・ランプシェード「～光の模様～展」（大明寺聖パウロ教会堂） 

（11月 30日～12月 25日） 

・和傘の灯り（森鷗外・夏目漱石住宅周辺）  （11月 2日～24日の土日祝） 

・紅葉ライトアップ（西郷從道邸付近）    （11月 2日～24日の土日祝） 

 

ロ）きらめきクリスマス 

・クリスマスミサ （聖ザビエル天主堂）        （12 月 21 日） 

・クリスマスコンサート （聖ザビエル天主堂）   （12月 21日、22日） 

・ストリート･“オルガン”in 明治村     （12 月 7 日～12 月 30 日） 

 

ハ）ハッピーニューイヤー 

・日本各地の門松・しめ縄めぐり（東松家住宅他）  （1月 1日～26日） 

・日本のあそび体験（食道楽のカフェ横芝生広場）  （1月 1日～5日） 

・餅つき（食道楽のカフェ横芝生広場）        （1月 2日、3日） 

 

ニ）めいこい時間旅行 4 

・明治東亰浪漫館（千早赤阪小学校講堂）   （1月 11日～3月 29日） 

・明治村住民登録「めいこい」2020Ver. 
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ホ）その他 

・明治探偵 GAME 番外編 出会いの事件 〔主催/㈱タカラッシュ〕  

（第四高等学校武術道場「無声堂」）（1 月 11日～2月 16日の土日祝） 

・聖ヨハネ教会堂特別ガイド（聖ヨハネ教会堂） （12月 16日～12月 30日） 

・建物ガイド参加キャンペーン        （1 月 11 日～2 月 28 日） 

 

⑤明治村公式おもてなしグループ「明治偉人隊」        （5 月 1 日～） 

定款に定める「明治時代の偉人の顕彰」の一環として、明治時代の偉人で構成  

される「明治偉人隊」を結成。自らの生涯を語る一人芝居「偉人物語」や「歌と

踊り」の公演を通じて、自らが生きた明治時代の価値を、新しい時代「令和」で

も伝えていく。 

メンバーは、以下の５名 

樋口一葉 / 夏目漱石 / 福澤諭吉 / 野口英世 / 松井須磨子 

 

５ 出版等 

①『明治村だより』 

②『明治村年報』平成 30年度 

③『国登録有形文化財（建造物）長崎居留地二十五番館 修理工事報告書』 

  （10月） 

 

６ 講演会・講習会 

・たてもの修理工事現場見学〔建築担当〕（長崎居留地二十五番館） 

（4月 14日） 

・犬山市民総合大学敬道館〔主催/犬山市〕[館長、学芸員、建築担当 ほか] 

（10月 5日、10月 26日、11月 9日、11月 30日） 

・宵の建物ガイド・スペシャル（東松家住宅）    （宵の明治村期間中） 

・阿川村長と巡るスペシャルガイドツアー          （9 月 26 日） 

 

７ 学習・体験メニュー 

・校外学習支援ツール 

①校外学習おたすけプログラム「めいじの い・ろ・は」 

・中学生体験プログラム“はばたけジュニア博物館人” 

・明治村錦絵れきし探偵団 

・知ろう！体験しよう！明治の大発明『ガラ紡』 

・明治村版リアル人生ゲーム 
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８ 資料収集 

（１）図書 

①購入   ･･･････････････････････   28冊 

②寄贈   ･･･････････････････････   34冊 

（２）資料 

①購入   ･･･････････････････････    なし 

②寄贈   ･･･････････････････････    1件（灯台模型） 

③寄託   ･･･････････････････････    なし 

 

９ 調査・研究 

イ）長崎居留地をはじめとする居留地について 

ロ）明治時代の錦絵について 

ハ）旧制高等学校理科教室について 

二）明治宮殿･旧東宮御所･御料車の家具装飾について 

ホ）明治村所蔵近代化産業遺産について 

 

１０ 博物館実習                  ※期間中に休み 2日あり 

９月１７日～２５日 (実質７日間) ･･････ １１大学２８人 

 

１１ 社会体験等受入 

イ）職場体験・インターンシップ 

①（学）国際学園 星槎名古屋中学校   ２人        （6月 27日） 

②扶桑町立扶桑中学校         １０人     （10月 23日～25日） 

③犬山市立東部中学校          ８人     （11月 14日・15日） 

④犬山市立城東中学校         １０人   （10月 31日・11月 1日） 

   ⑤愛知県立古知野高等学校        ４人  （5月下旬から 12月中旬） 

⑥愛知真和学園大成高等学校       ２人      （8月 8日～9 日） 

 

ロ）教職員社会体験 

①春日井市立西部中学校        １人    （7月 15日～9月 14日） 

②一宮市立貴船小学校         １人   （8月 15日・16日・21日） 

③小牧市立桃ケ丘小学校        １人      （8月 13日～15日） 

④愛知県立一宮北高等学校       １人         （8月 24日） 

⑤愛知県立犬山南高等学校       １人       （8月 4日・10日） 
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ハ）その他 

①浜松学院大学長期企業内留学学習プログラム 

 １人    （５月中旬～８月上旬） 

②名古屋経済大学インターンシップ  ４人      （８月中旬～下旬） 

 

１２ 偉人の顕彰 

 ｢偉人に出会う｣ （西郷從道邸、小泉八雲避暑の家ほか） 

   「明治偉人隊」の活動開始 

 

１３ その他 

イ）寄附の募集 

寄附   計１７件   １１０，２６７，０００ 円 

募金              ８７４，９４８ 円 

合計   １１１，１４１，９４８ 円 

 

ロ）協賛会員の募集 

・ゴールド会員（３月末現在 登録  ２法人） 

・一般会員  （３月末現在 登録 ９０法人） 

 

ハ）特別セット券の販売・特別コラボ企画の実施 

・国宝犬山城＋明治村セット券 販売 

〔協力/（公財）犬山城白帝文庫、犬山市〕（～令和 2年 2月 29日） 

・明治村 時間旅行きっぷ 販売      〔協力/名古屋鉄道㈱〕（通年） 

・名古屋満喫明治村きっぷ（高速バスプラン） 

〔協力/名鉄バス㈱ほか〕（4月 1日～9月 30日） 

・明治村 剣客謎解ききっぷ 販売 

〔協力/名古屋鉄道㈱〕（10月 1日～12月 15日 ※10月 1日発売開始） 

・～名古屋から乗換なしで行ける！～名鉄バス「期間限定明治村パック」 

〔協力/名鉄バス㈱〕 

（～7月 21日、9月 11日～12月 15日、令和 2年 3月 20日～7月 19日） 

・名鉄電車でめぐる、博物館明治村と愛知・名古屋旅 

〔協力/名鉄観光サービス㈱、名古屋鉄道㈱、愛知県、 

(一社)愛知県観光協会、犬山市、(一社)犬山市観光協会、名古屋市、 

(公財)名古屋観光コンベンションビューロー〕（4 月 1 日～9 月 30 日） 

・明治村浪漫きっぷ 愛知ディスティネーションアフターキャンペーン 

〔協力/名古屋鉄道㈱、岐阜乗合自動車㈱〕（4月 1日～9月 30日） 



 - 7 - 

・名鉄犬山ホテル「ありがとう＆さよなら 想い出宿泊プラン」 

〔協力/㈱名鉄犬山ホテル〕（6月 10日～7月 18日の中で 10日間設定） 

・速旅「あいち deドライブ」 

〔協力/中日本高速道路㈱〕（7月 10日～12月 21日） 

・JR東海運営 訪日旅行客向けデジタルクーポン 

〔協力/JR東海、JR東海ツアーズ〕（9 月 16日～11月 21日） 

・秋旅あいち「愛知 DC周遊クーポン」 

〔協力/愛知県大型キャンペーン実施協議会〕（10月 1日～12月 30日） 

・東海道新幹線＋名鉄電車でめぐる、博物館明治村・国宝犬山城と 

愛知・名古屋旅 

〔協力/名鉄観光サービス㈱、名古屋鉄道㈱、愛知県、 

(一社)愛知県観光協会、犬山市、(一社)犬山市観光協会、名古屋市、 

(公財)名古屋観光コンベンションビューロー〕 

（10月 1日～令和 2年 3月 31日） 

・愛知ディスティネーションアフターキャンペーン 

「サザエさん」オープニング放映 

〔協力/愛知県観光コンベンション局観光振興課〕 

（1月 5日～3月 29日） 

 

ニ）館蔵資料の貸出 

・明治村開村時 記念絵葉書   （杉本美術館、4月 18日～9月 17日） 

      ・製本ミシン、ニカワローラー造器、タテ庖丁、手フート、罫切器 

（亀山市歴史博物館、4月 20日～6月 9日） 

・ 赤十字社連盟一件大正八年発端共二ノ一、同 共二ノ二、赤十字社連

盟一件大正九年起 等      （日本赤十字社、5月 8日～31日） 

・ 竹塗蒔絵小椅子     （LIXILギャラリー、6月 7日～11月 23日） 

・ 東松家住宅内展示中の油桶 

（東京芸術祭 2019特別公演『近松二題 鶴澤清治の芸』、11月 28日） 

 

ホ）ＳＮＳの活用 

 ・Ｔｗｉｔｔｅｒ     （3月末時点のフォロワー １１，２６０人） 

 ・Ｆａｃｅｂｏｏｋ    （3月末時点のフォロワー  ７，３２４人） 

 ・Ｉｎｓｔａｇｒａｍ   （3月末時点のフォロワー  ２，９２２人） 
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ヘ）入村料金等の改定 

区分 
現行料金 改定料金 

個人 団体（20 名以上） 個人 団体（20 名以上） 

大人 1,700 1,500 2,000 1,800 

シニア（65 歳以上） 1,300 1,100 1,600 1,400 

大学生 1,300 1,100 1,600 1,400 

高校生 1,000 800 1,200 1,000 

小中学生 600 500 700 500 

※入村料金のみ掲載。 
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収益事業（収１～収４） 

１．施設の賃貸借事業（収１） 

イ）村内既存建物の貸出                    （通年） 

・ミュージアムショップ 

・食道楽のコロツケー・小倉ドッグの店 

・食道楽のコロツケーの店 

・食道楽のカレーぱんの店 

・食道楽のカフェ 

・ＳＬ東京駅売店 

・和食処 碧水亭 

・明治の洋食屋オムライス＆グリル 浪漫亭 

・めん処 なごや庵                        ほか 

 

ロ）その他村内露店             （主に催事期間中の土日祝） 

 

ハ）その他 

 

２．明治演出事業（収２） 

イ）催事に合わせた演出企画 

【夏】 

・明治おまつり広場               （宵の明治村開催日） 

・呉服座 NIGHT （呉服座）           （宵の明治村開催日） 

・宵の占い体験館 （前橋監獄雑居房）      （宵の明治村開催日） 

 

【秋】 

・謎解きアトラクション「剣心を探せ！錦絵スタンプラリー」 

（8月 1日～12月 15日） 

・明治村周遊ラリー「るろうに剣心の名場面を巡る！錦絵スタンプラリー」 

（催事期間中） 

・飛天御剣流奥義 天翔龍閃チャレンジ！ 

（第四高等学校武術道場「無声堂」）（8月 1日～12月 15日） 

・巻町操の貫殺飛苦無（第四高等学校武術道場「無声堂」） 

（9月 11日～12月 15日） 

・きもの着付け体験 〔協力/(一財)民族衣裳文化普及協会〕 

（学習院長官舎）（11月 16日～24日の土日） 



 - 10 - 

・「明治ゆかりの食」キッチンカーDE ボン･マルシェ（11 月 16 日、17 日） 

【冬】 

・書初め道場（三重県庁舎彩の間）         （1月 2日・3日） 

・燗酒フェス おちょこ de明治（菊の世酒蔵）   （1月 18日･19日） 

・めいこいスタンプラリー 

 

ロ）通年の演出企画 

①ブライダル事業 

・村内結婚式                        （通年） 

・ウェディングフェアなどブライダル企画の実施 

（聖ザビエル天主堂ほか）（9月 24日） 

②郵便事業 

・仮局舎での簡易郵便局の運営                （通年） 

・はあとふるレター                     （通年） 

③迷路事業 

・カード迷路ぐるり森大冒険「めいじ百科事典」（東松家住宅横）（通年） 

④貸衣装事業 

・明治体験処ハイカラ衣装館の運営              （通年） 

（記念撮影コース／村内散策コース） 

 

ハ）その他 

・明治村 COSPLAY 2019 in 博物館 明治村 

〔主催/世界コスプレサミット実行委員会〕（7月 31日） 

      

３．明治村茶会事業（収３） 

・第 53回明治村茶会               （4月 12日、13日） 

濃茶席主  毛利博物館  （坐漁荘・亦楽庵） 

薄茶席主  熊谷美術館  （学習院長官舎） 

無声堂席主 柴山 宗平氏 （第四高等学校武術道場「無声堂」） 

 

４．文化財等保全事業（収４） 

・国宝如庵及び旧正伝院書院保存修理工事 

   （平成 31年 4月～令和 2年 3月）※平成 31年 3月から継続 
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法人管理（管） 

１．理事会、評議員会の開催 

・第 108 回理事会を 6月 3日に開催 

・第 77回評議員会を 6月 3日に開催 

・第 78回評議員会（招集省略）を 6月 24日付で開催 

・第 109 回理事会（招集省略）を 7月 31日付で開催 

・第 110 回理事会（招集省略）を 3月 28日付で開催 

 

２．建築委員会の開催 

・令和 2年 1月 30日に開催 

  

３．恒例行事 

・開村記念日の御例祭ほか式典の実施 

 

４．その他 
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令和元年度 博物館入村者数 

平成 31年 4月 １日から 

令和 2年 3月 31日まで 

 

 令和元年度 平成 30年度 対前年度比 

月 人 人 ％ 

４月 ５７，２３６ ５５，５５８ １０３．０ 

５月 ７８，７９８ ７１，７７６ １０９．８ 

６月 ４０，９９１ ４４，５６８ ９２．０ 

７月 ２８，９８４ ３０，３６２ ９５．５ 

８月 ３８，４２１ ４６，６２２ ８２．４ 

９月 ３２，２２８ ３０，１３８ １０６．９ 

１０月 ４６，０９２ ５４，０９９ ８５．２ 

１１月 ６４，１８９ ６０，１４６ １０６．７ 

１２月 ３５，１５０ ３５，０６３ １００．２ 

１月 ２５，７６７ ２６，６９０ ９６．５ 

２月 ２１，１７６ １９，５６３ １０８．２ 

３月 １６，３５３ ４９，５５３ ３３．０ 

合 計 ４８５，３８５ ５２４，１３８ ９２．６ 

 

 

 注）新型コロナウイルス感染予防・拡散防止の観点から、令和 2年 3月 2日～令和 2

年 3月 19日まで臨時休村。 
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Ⅱ 処務の概要 

１ 役員等に関する事項 

●役員等の状況                  （令和 2年 3月 31日現在） 

番 号 役 職 氏 名 就任年月日 常勤・非常勤 

1 顧 問 飯田喜四郎 H24.4.1 非常勤 

1 理事長 山本 亜土 H30.6.20 非常勤 

2 副理事長 中川  武 H30.6.20 非常勤 

3 常務理事 安藤 隆司 H30.6.20 非常勤 
4 理 事 岡谷 篤一 H30.6.20 非常勤 
5 理 事 河野 英雄 H30.6.20 非常勤 

6 理 事 瀬口 哲夫 H30.6.20 非常勤 

7 理 事 谷口 吉生 H30.6.20 非常勤 
8 理 事 成瀬 淳子 H30.6.20 非常勤 
9 理 事 藤岡 洋保 H30.6.20 非常勤 

10 理 事 三田 敏雄 H30.6.20 非常勤 
11 理 事 山田 拓郎 H30.6.20 非常勤 

1 監 事 小島 康史 H30.6.20 非常勤 
2 監 事 田之上幹夫 H30.6.20 非常勤 

1 評議員 安藤 忠雄 H28.6.15 非常勤 
2 評議員 井上 尚司 R1.6.24 非常勤 

3 評議員 岩城 史憲 H30.6.20 非常勤 

4 評議員 内田  優 H28.6.15 非常勤 
5 評議員 大石 幼一 H28.6.15 非常勤 

6 評議員 小田 和正 H28.6.15 非常勤 
7 評議員 川口興二郎 H28.6.15 非常勤 

8 評議員 暮石  彰 H28.6.15 非常勤 
9 評議員 黒田 元男 H28.6.15 非常勤 
10 評議員 小出 宣昭 H28.6.15 非常勤 

11 評議員 土川 立夫 H28.6.15 非常勤 
12 評議員 西川 富夫 H28.6.15 非常勤 

13 評議員 西澤 泰彦 H28.6.15 非常勤 
14 評議員 福和 伸夫 H28.6.15 非常勤 

15 評議員 藤井 恵介 H28.6.15 非常勤 
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16 評議員 藤森 照信 H28.6.15 非常勤 
17 評議員 古川 忠稔 H28.6.15 非常勤 

 

 

●退任した役員等                 （令和 2年 3月 31日現在） 

氏名 退任時の職 退任日 退任理由 

木村 操 評議員 R2.2.8 死亡 

 

 

 

２ 職員に関する事項 

●職員の状況                   （令和 2年 3月 31日現在） 

所属 職 名 
氏名または職員数 

男性数 女性数 計 

事務局 事務局長 若杉 太郎 - １ 

″ 事務局員 （１） - １ 

博物館 博物館長 （中川  武） - １ 

″ 所 長 三好 学 - １ 

″ 学芸員 - ２ ２ 

″ 建築担当 ３ １ ４ 

″ その他職員 １１ ５ １６ 

※ﾊﾟｰﾄ・ｱﾙﾊﾞｲﾄ、派遣社員を除く。また、（ ）の該当者は当法人で別の職があるこ

とを示す。 
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 ３ 役員会等に関する事項 

●理事会 

開会年月日等 議事事項 会議の結果 

第 108回理事会 

 

日程：6月 3日 

場所： 

名鉄ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 

   ｢柏の間｣ 

出席：8名 

［審議事項］ 

１ 平成 30年度利益相反取引の件について 

２ その他 

 

［審議事項］ 

１ 平成 30年度事業報告承認の件 

２ 平成 30年度計算書類等及び財産目録 

承認の件 

３ 博物館長の報酬額決定の件 

４ 評議員候補者 1名選任の件 

５ 第 78回評議員会開催決定の件 

 

 

了 承 

報告事項なし 

 

 

承 認 

 

承 認 

承 認 

承 認 

承 認 

 

第 109回理事会 

（招集手続省略） 

 

みなし日：7月 31日 

同意：理事総数 11名 

   監事総数 2名 

 

［審議事項］ 

１ 事務局長 1名選任の件 

 

 

承 認 

 

第 110回理事会 

（招集手続省略） 

 

みなし日：3月 28日 

同意：理事総数 11名 

   監事総数 2名 

 

［報告事項］ 

１ 令和元年度事業現況及び収支見込 

  について 

２ その他 

 

［審議事項］ 

１ 令和 2年度事業計画承認の件 

２ 令和 2年度収支予算承認の件 

３ 利益相反取引承認の件 

４ 第 79回評議員会招集決定の件 

 

 

 

了 承 

報告事項なし 

 

 

承 認 

承 認 

承 認 

承 認 

 

 



 - 16 - 

●評議員会 

開会年月日等 議事事項 会議の結果 

第 77回評議員会 

 

日程：6月 3日 

場所： 

名鉄ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 

｢柏の間｣ 

出席：10名 

［報告事項］ 

１ 平成 30年度業務執行報告 

 

 

了 承 

 

 

第 78回評議員会 

（招集手続省略） 

 

みなし日：6月 24日 

同意： 

評議員総数 17名 

 

［報告事項］ 

１ 平成 30年度事業報告の件 

 

［審議事項］ 

１ 平成 30年度貸借対照表、損益計算書、 

  及び財産目録承認の件 

２ 評議員 1名選任の件 

 

 

了 承 

 

 

 

承 認 

承 認 

 

 

 

４ 許可、認可及び承認等に関する事項 

    特になし。 

 

 

 

 

 


