
平成２８年度 事業報告 

 

平成 28 年 5 月 6 日から平成 29 年 3 月 31 日までの事業年度における一般財団法人

西南一粒の麦基金（以下「当法人」という。）の事業活動について、次のとおり報告い

たします。 

 

 

１．事業活動概要 

当年度は、当法人設立初年度として、設立の目的のために行う事業の基礎作り

と運営体制の確立を基本方針としました。具体的には、事業の基礎作りとして、

当法人の事業を、当法人自ら取り組む「育成活動事業」、当法人の目的に合致する

活動に対し支援を行う「育成支援事業」、当法人の目的に沿うその他の支援として

の「社会貢献事業」の３事業に分けて計画をしました。 

また、当法人の活動や運営を円滑に行っていくために必要な規則、ツールの整

備を進めました。 

育成活動事業では、小学校低学年を対象に、英語に日常的な環境の中で触れさ

せ、英語を身近なものとしていくことを目的に、無料英語教室を開設しました。

教室の運営にあたっては、株式会社キャンパスサポート西南の協力のもと行いま

した。 

育成支援事業では、ＮＰＯ法人ホークスジュニアアカデミーが主催し、福岡市

内の中学校ならびにクラブチームの参加により開催される「ホークスカップ中学

生軟式野球大会」に対し、支援を行いました。 

社会貢献事業では、平成 28 年 4 月に発生した熊本地震により被災された九州

学院ならびに九州ルーテル学院に対し、支援金を贈呈しました。 

また、当法人の運営を円滑に行っていくため、理事会、評議員会、事務局に関

する規則を定めるとともに、当法人の広報のためのシンボルマークやホームペー

ジの開設にも取り組みました。 

 

 

２．事業活動の実績 

（１）育成活動事業 

無料英語教室「西南一粒の麦 English Academy」の開設と運営 

英語初級レベル、保護者による送迎が可能な小学 1～3 年生を対象に、子供

たちが思い切り楽しく英語に触れ、話し言葉に焦点をあてたプログラムを提供

することで、家庭で子供たちに母国語を教えるような心で英語を伝える教室を、

平成 28年 11月に開設し、12名の児童の参加のもと平成 29年 3月までに計 17

回開催しました。 

平成 28 年 11 月 15 日に参加する子供、保護者に対するオリエンテーション

を行い、翌週より毎週火曜日の 17：00～17：50の 50分間、西南学院百年館の



セミナー室を使用し、開催しました。 

教室の講師には、福岡市内で英語教室を長年にわたり主宰され、公立小学校

の教諭への英語学習指導も行われている上原みち子氏に依頼し、教室全体の運

営を（株）キャンパスサポート西南に委託して行いました。 

 

「西南一粒の麦 English Academy」開催日 

11月 15日（オリエンテーション）、11月 22日、11月 29日 

12月 6日、12月 13日、12月 17日（保護者会）、12月 20日 

1月 10日、1月 17日、1月 24日、1月 31日 

2月 7日、2月 14日、2月 21日 

3月 7日、3月 14日、3月 21日、3月 28日 

 

なお、この教室の開催に関し、下記の覚書ならびに契約を締結しました。 

「西南学院百年館（松緑館）使用に掛る覚書」 

（相手先）西南学院大学 

「西南一粒の麦 English Academy業務委託基本契約書」 

「業務委託覚書」 

（相手先）（株）キャンパスサポート西南 

 

（２）育成支援事業 

ホークスカップ中学生軟式野球大会への支援 

福岡市内の中学校ならびにクラブチーム計 72 チームの参加により開催され、

今回第 22 回を迎える「ホークスカップ中学生軟式野球大会」に対し、その主

催者である「ＮＰＯ法人ホークスジュニアアカデミー」及び大会を運営するボ

ランティア団体「銀風会」に支援金を贈呈しました。 

また、これに伴い、当法人の理事長である江副裕紀が、大会の開会式ならび

に決勝戦・閉会式に来賓として出席いたしました。 

 

（３）社会貢献事業 

九州学院、九州ルーテル学院への支援金贈呈 

平成 28 年 4 月に発生した熊本地震により被災された九州学院、九州ルーテ

ル学院に対し、早期復旧、復興を願い、平成 28年 11月 9日に江副裕紀理事長、

川崎俊雄専務理事他計 4名が両校を訪問し、それぞれに支援金を贈呈しました。 

 

（４）運営体制の確立への取り組み 

① 当法人の運営を円滑に進めていくため、以下の規則を制定いたしました。 

「評議員会運営規則」、「理事会運営規則」、「事務局設置運営規則」 

② ホームページの開設に取り組みました。 

③ シンボルマークの検討をしました。 

 



３．法人運営 

（１）役員及び評議員（平成 29年 3月 31日現在） 

理事長（代表理事） 江副 裕紀 

専務理事 川崎 俊雄 

常務理事 立石 智昭 

理事 加賀田 真一郎 

理事 平畑 雅博 

理事 高橋 浩一 

監事 張  光陽 

監事 織田 洋輔 

 

評議員 志岐  司 

評議員 大崎 完治 

評議員 柴田 宗樹 

評議員 河津 善博 

評議員 長澤 正信 

評議員 市丸 信敏 

 

（２）理事会の開催 

第 1回理事会（平成 28年 6月 30日） 

開催場所 九経連 会議室 

決議事項 第 1号議案 理事長選任の件 

 第 2号議案 理事長職務代行順位の件 

 第 3号議案 役職理事の選任の件 

 第 4号議案 理事会運営規則（案）の承認の件 

 第 5号議案 平成 28年度事業計画（案）及び収支予算（案）の

承認の件 

 第 6号議案 事務局設置運営規則（案）の承認の件 

 第 7号議案 評議員会運営規則（案）の評議員会提出の件 

 第 8号議案 臨時評議員会の招集について 

 第 9号議案 理事会の今後の招集通知について 

 第 10号議案 本財団法人のシンボルマーク（案）等について 

 

第 2回理事会（平成 28年 8月 9日） 

開催場所 九経連 会議室 

決議事項 第 1号議案 理事会運営規則（修正案）の承認について 

 第 2 号議案 九州学院及びルーテル学院への支援金の額につい

て 

 第 3号議案 臨時評議員会への資料の確認 

 第 4号議案 本財団シンボルマークについて 



報告事項 １ 無料英語教室の準備状況について 

 ２ 今後整備すべき規則、広報ツールについて 

 

第 3回理事会（平成 28年 10月 3日） 

開催場所 九経連 会議室 

決議事項 第 1号議案 当財団法人のホームページ開設について 

 

報告事項 １ 無料英語教師開設の進捗状況について 

 ２ 九州学院及び九州ルーテル学院への支援金贈呈について 

 

第 4回理事会（平成 28年 11月 18日） 

開催場所 九経連 会議室 

決議事項 第 1号議案 無料英語教室の開設について 

      第２号議案 無料英語教室に伴う百年館使用に関する覚書の締

結について 

      第３号議案 財団ホームページ制作に伴う委託契約の締結につ

いて 

 追加議案-1 キャンパスサポート西南との業務委託契約の締結

について 

 追加議案-2 担当理事の選任について 

 

報告事項 １ 九州学院及びルーテル学院への支援金贈呈について 

 

第 5回理事会（平成 29年 2月 13日） 

開催場所 九経連 会議室 

決議事項 第 1号議案 財団の経理処理に関する規則について 

 第 2号議案 平成 29年度事業計画について 

 第 3 号議案 ホークスカップ中学生軟式野球大会への支援につ

いて 

 

報告事項 １ 無料英語教室の状況について 

 ２ 財団ホームページの開設について 

 ３ 広報関係について 

 

第 6回理事会（平成 29年 3月 30日） 

開催場所 西南学院百年館 会議室 

決議事項 第 1号議案 平成 29年度事業計画について 

 第 2号議案 平成 29年度収支予算について 

 第 3 号議案 無料英語教室開催に伴う西南学院大学との覚書の

締結について 



 第 4 号議案 ホームページの維持更新管理に関する契約の締結

について 

 第 5号議案 理事の増員について 

 第 6号議案 本財団のシンボルマークについて 

 第 7号議案 事務局の体制変更と増員について 

 

報告事項 １ 無料英語教室の状況について 

 ２ ホークスカップ中学生軟式野球大会への支援について 

 

（３）評議員会の開催 

臨時評議員会（平成 28年 8月 25日） 

開催場所 総合メディカル（株）会議室 

決議事項 第 1号議案 評議員会運営規則の承認について 

 第 2号議案 今後の評議員会招集通知の方法について 

 

報告事項 １ 理事長、専務理事、常務理事の選任 

 ２ 平成 28年度事業計画及び収支予算 

 ３ 事務局の設置について 

 


