
令和２年度 事業報告 

 

令和 2 年 4 月 1 日から令和３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「当財団」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 

５年目となった本年度は、新型コロナウイルスの感染拡大、感染拡大防止のた

め、無料英語教室の開催を中止しました。また、里親家庭で暮らす子ども達応援

は、その方法を変更し、各家庭へ握りたての寿司を届けることとしました。その

他、感染予防策を講じて開催されたホークスカップ中学生軟式野球大会への支援、

やむなく中止となった日本・イスラエル・パレスチナ学生会議への支援は継続い

たしました。 

運営面では、今後の財団活動のさらなる活発化と充実、運営の円滑化と適正な

運営を確実なものとするため、評議員及び理事の定数を増やすため、定款の一部

変更を行いました。また、今年度は、評議員、理事、監事の改選年度であり、今

回、評議員として西南学院大学同窓会、西南学院中学校同窓会それぞれの会長、

専務理事に就任いただき、オール西南での財団運営体制を作ることができました。 

これらの活動を行うため、理事会を５回、評議員会を 1 回開催するとともに、

新型コロナウイルス感染拡大予防の中で、財団としての活動をどのように進めて

いくかについて理事会において意見交換、方向付けを行いました。 

 

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」の開催と運営 

新型コロナウイルス感染拡大予防のため、会場として使わせていただいてい

た西南学院百年館が閉鎖され、状況を見ながら開始方法や開催時期を模索しま

したが、開催できる状況にならないと判断し、今年度はイベントを含め全ての

開催を中止することとしました。また、例年 2 月に募集していた新規の受講生

の募集も中止しました。 

令和 3 年度についても、状況の改善が見込めない中、これまでと同様の開催

は当面不可能であると判断しました。しかしながら、２年続けて開催できない

ことは、受講している生徒への影響もあり、代わりにオンラインによる開催が

できないか検討し、運営を委託している（株）キャンパスサポート西南のご協

力のもと、オンラインによる開催の計画を立てました。 



 

里親家庭、ファミリーホームで暮らす子ども達の応援活動 

新型コロナウイルス感染予防のため、今年度は、里親会の集いが開催され

ませんでした。しかしながら、これまで２回の実施が好評であったこと、感

染拡大予防のため自粛生活を余儀なくされていることから、子ども達が楽し

みしている職人が握った寿司を各家庭に届け、各家庭で楽しんでいただくこ

ととしました。 

12 月 20 日（日）に、９家庭、子ども３３人、里親２１人に、握り寿司、

軍艦巻き合わせて約 900 貫を手分けして届けました。大変喜んでいただき、

多くのお礼の手紙もいただきました。また、この模様は翌日の西日本新聞に

て取り上げていただきました。 

この取り組みは、当財団が西南学院高校同窓会を母体とし、その卒業生が

持つ技能を活用した特徴ある取り組みであり、また、子ども達に日頃触れる

ことの少ない体験の場を提供できる有意義な活動であり、今後も西南学院高

校同窓会、福岡市里親会と連携し継続していきます。 

 

（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 

今年度は、新型コロナウイルス感染予防対策を講じた中、70 弱の福岡市内

の中学校ならびにクラブチームの参加により３月に「第 26 回ホークスカップ

中学生軟式野球大会」が開催されました。 

当財団としては、主催者である「ＮＰO 法人ホークスジュニアアカデミー」

及び大会運営を担当するボランティア団体「銀風会」に対し、支援金を贈呈し、

閉会式に江副理事長が来賓として出席しました。 

 

（３） 社会貢献事業 

日本・イスラエル・パレスチナ学生会議の支援 

今年度は、８月に西南学院の協力のもと、福岡での開催を予定していました

が、新型コロナウイルスの感染拡大により、イスラエル・ヨルダン政府による

日本への渡航禁止・抑制措置の継続及び WHO による終息宣言が出ていないこ

とを受け、日本での滞在の安全性が保証できないこと、日本国内では、非常事

態宣言が解除されたものの二次流行の危険性があること、また開催地域である

九州においても感染拡大が続いており、日本参加者の居住地域や開催地域にお

いて、移動制限や自宅待機要請等の措置が取られていることから、６月に今年

の学生会議を中止することが決定されました。しかしながら、当財団としては



開催はされなかったものの、昨年と同様の支援を行いました。 

また、学生会議では、来日できなかったイスラエル、パレスチナの参加者と

オンラインで対話の場を定期的に開催しており、次回（令和３年度）の開催に

ついて、福岡、西南学院での開催を中心に開催時期の検討に入っています。福

岡での開催ならびにその時期が確定しましたら、財団として全面的に支援して

まいります。 

 

（４） 当財団の認知度向上のための広報の取り組み 

新聞紙上における当財団の活動の掲載 

当財団の活動を知っていただくため、報道機関への情報提供（プレスリリ

ース）を行いました。今年度は具体的な活動が少なったことから、12 月に実

施した里親家庭で暮らす子ども達への寿司宅配にとどまりましたが、実施し

た翌日の西日本新聞に掲載されました。 

今後は、プレスリリース以外にも当財団の活動などについての情報提供を

行う方法を検討してまいります。 

 

（５）活動の継続を支える財政基盤の拡充 

賛助会員入会の促進 

一昨年度創設した賛助会員制度により、賛助会員への入会者増に取り組

み、今年度末時点で、昨年度からの継続会員を含め、個人会員 34 名 101 口、

団体会員 8 法人 136 口、合計 237 口となりました。このうち、今年度の新規

入会は、個人会員８名 33 口、団体会員 3 法人 11 口でした。 

今後も、当財団の活動を継続し、さらに充実させていくにはさらに多くの

賛助会員が求められ、西南学院大学同窓会、西南学院中学校同窓会への入会

案内を含め、引き続き、会員を募り安定した財政基盤を作りたいと考えま

す。 

 

（６）活動の継続を支える人的基盤の整備 

サポーター登録制度の創設 

昨年度、財団の育成活動事業である「西南一粒の麦 English Academy」及

び「里親家庭で暮らす子ども達応援」、あるいは今後の新たな活動において、

これらの活動を円滑に運営していくための人的な支援体制を確保し、活動の

継続と充実を図ることを目的に、以下の 2 種のサポーター登録制度を創設し

ました。 

 



（１）技能サポーター 

里親家庭で暮らす子ども達応援において、日ごろ触れることの少な

いであろうことを提供するうえで、子ども達に様々な仕事や文化等の

本物を見せる、体験させることのできる技能を有する者（例：料理、

食品・工芸品等の製造・加工、芸能、その他子ども達が興味をもつ仕

事のプロ） 

（２）運営サポーター 

財団の各事業の取り組みを実施していくにあたって、その実施準備

や実施当日の運営等を共に行う者 

 

今年度は、１名の登録をいただきました。 

 

３．法人運営 

（１） 役員及び評議員（令和３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 吉田 忠司 

理事 加賀田 真一郎 

理事 永田 修三 

理事 津田 敏道 

監事 張  光陽 

監事 織田 洋輔 

 

評議員 大崎 完治 

評議員 柴田 宗樹 

評議員 長澤 正信 

評議員 岩崎 文正 

評議員 蒲原 由和 

評議員 穴見 恭二 

評議員 平畑 雅博 

評議員 田中 慎介 

 

※退任理事：平畑雅博、髙橋浩一 

※退任評議員：河津善博、市丸敏信、吉田忠司 

  



（２） 理事会の開催 

第２２回理事会（令和２年 6 月６日） 

開催場所 Ｈｅｍ 

決議事項 第 1 号議案 平成 31（令和元）年度事業報告（案）について 

 第 2 号議案 平成 31（令和元）年度収支決算（案）について 

 第 3 号議案 定款の一部変更（案）について 

 第 4 号議案 理事及び監事候補者（案）について 

第５号議案 令和２年度定時評議員会の招集並びに会議の目的

事項（案）について 

報告事項 １ English Academy の状況 

報告事項 ２ 賛助会員の状況 

報告事項 ３ 令和 2 年度予算計画修正版 

 

第２３回理事会（令和２年６月２３日） 

開催場所 華味鳥天神店 

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２４回理事会（令和２年９月２８日） 

開催場所 慶州本店 

報告事項 １ English Academy の状況 

報告事項 ２ 賛助会員の状況 

その他 各事業の今後の展開等について 

 

第２５回理事会（令和 2 年１２月１７日） 

開催場所 福新楼 

報告事項 １ 里親家庭で暮らす子ども達応援の実施について 

報告事項 ２ 賛助会員の状況について 

その他 意見交換 

 ①今後の賛助会員増強に向けて 

 ②今後の English Academy の運営について 

 

第２６回理事会（令和３年３月２２日） 

開催場所 福新楼 

決議事項 第１号議案 令和３年度事業計画（案）について 



 第２号議案 令和３年度予算計画（案）について 

 第３号議案 税申告に伴う令和２年度仮決算の承認について 

報告事項 １ English Academy の状況について 

報告事項 ２ 賛助会員の状況ならびに更新について 

報告事項 ３ ホークスカップ中学生軟式野球大会の状況について 

 

（３） 評議員会の開催 

令和２年度定時評議員会（令和２年 6 月２３日） 

開催場所 華味鳥天神店 

決議事項 第 1 号議案 平成 30 年度貸借対照表及び損益計算書（正味財産

増減計算書）並びにこれらの付属計算書の承認に

ついて 

 第 2 号議案 定款の一部変更について 

 第 3 号議案 評議員の選任について 

 第 4 号議案 理事及び監事の選任について 

報告事項 １ 平成 31（令和元）年度事業報告 

報告事項 ２ 令和２年度事業計画及び収支予算 

報告事項 ３ 西南一粒の麦 English Academy の状況 

報告事項 ４ 賛助会員の状況 

報告事項 ５ サポーター登録制度の創設 

 


