
 

 

 

 

公益財団法人国際茶道文化協会 事業報告 

（令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで） 

 

Ⅰ．事業概要 

 

当協会は、設立以来、日本の伝統文化であり、深い精神性をもつ茶道をもって世界平

和のために貢献し、国際文化交流に資することを目的に、数々の事業活動を行ってきた。 

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、各事業を大幅に縮小した。 

 

 

Ⅱ．事業の内容と経過 

 

１．世界各国への茶道の普及及び紹介（公１・定款第４条第１項第１号の事業） 

 

 （１）国際交流のための茶会の開催  

外国人の方々が茶道を体験することを通じて、日本文化を理解する機会を提供す

るとともに、日本人参加者との相互交流を図る事業で、当年度においては、３回

の茶会をすべて中止とした。 

 

ア．“茶の湯インターナショナル”開東閣茶会 

  例年５月に品川・開東閣において開催しているが、中止とした。 

 

イ．“茶の湯インターナショナル”歳末チャリティー茶会 

 例年１２月に帝国ホテルにおいて開催しているが、中止とした。  

 

ウ．桜の茶会 

  例年４月に開催しているが、中止とした。  

 

 （２）外国人への茶道紹介事業 

茶道デモンストレーション及び茶道体験等を通して、お茶の点て方、飲み方など

を英語で紹介し、来日した外国人が茶道に対する理解を深めることを目的とする

事業であるが、新型コロナウイルス感染症の影響により、当年度は外国人を対象

とする茶道紹介事業は実施しなかった。  

但し、東京藝術大学と住友商事の合同幹部育成プログラムの一環として、国際社

会で活躍する人材の日本文化への理解を深める機会として、裏千家東京道場を会

場に茶道紹介を実施し、１７名が参加した。 

 

 

２．茶道を通じた国際文化交流のための人材育成（公１・定款第４条第１項第２号の事業） 

 

 （１）茶の湯文化学講座“青山グリーンアカデミー”  

茶道に関わる様々な分野から専門の講師を招いて、日本の伝統文化である茶道に

ついて理解を深めることを目的とする事業で、当年度は、新型コロナウイルス感

染症の影響により前期は休講とし、後期は zoom ウェビナーを用いたオンライン開

催とした。 



 

 

 

 

 

  前期 令和２年４月～９月   休講 

  後期 令和２年１０月～令和３年３月 第７５期：受講者数４０２名 

場  所：茶道裏千家東京茶道会館・京都裏千家学園・講師宅他 

開催方法：zoom ウェビナーを用いたオンライン開催  

 

（２）英語茶道教室 

   茶道を英語で学ぶことを通して外国人へ英語で茶道を紹介・解説する力を習得す 

   るため、裏千家東京茶道会館にて開催しているが、当年度は新型コロナウイルス 

感染拡大防止のため、休講とした。 

   

 （３）翻訳講座 

   令和２年度は、開講を見送った。 

 

（４）国際茶道文化講座 

国際的に活躍されている方を講師に招き、『これからの国際社会における茶道』を  

考える特別講座として開催しているが、新型コロナウイルス感染症の影響により、

開催を見送った。 

   

 （５）研修ツアー 

茶道への理解を深め、自己研鑽を図るため、研修ツアーを実施しているが、新型

コロナウイルス感染症の影響により、開催を見送った。  

 

（６）講座関連書籍等の頒布 

各講座の内容の理解をより深めるため、青山グリーンアカデミー、英語茶道教室

の受講者を対象に、希望者に講義内容に関連する参考書籍を実費 又は割引価格

で頒布した。 

 

 

３．茶会・セミナー等の国際的な茶道文化事業への支援事業（定款第４条第１項第３号 

の事業） 

 

 （１）第４０回国際茶会への支援    

例年、１０月第３土曜日に京都・裏千家茶道会館で開催しているが、新型コロナウ

イルス感染症の影響により、開催を見送った。  

 

 

Ⅲ 当法人の現況に関する事項 

 

１．資金調達の状況 

 

令和２年度においては、借入金、設備投資ともになかった。 

 

２．賛助会員に関する事項 

 

令和２年度末日現在の会員数は、個人会員３７９名、団体会員６法人であった。 



 

 

 

 

 

Ⅳ 会議に関する事項 

 

１．理事会 

 

（１）第１回理事会   令和２年５月２１日に開催予定であったが、 

     新型コロナウイルス感染症の影響により未開催  

 

（２）第２回理事会   令和３年３月５日に開催予定であったが、 

新型コロナウイルス感染症の影響により未開催 

 

 

２．評議員会 

 

（１）定時評議員会   令和２年６月１１日に開催予定であったが、 

新型コロナウイルス感染症の影響により未開催 

 

 

Ⅴ 役員等に関する事項 

 

（１） 新任の役員等 

 

当年度においては、役員等の新任は無かった。 

 

 

 （２）退任の役員等  

 

当年度においては、役員等の退任は無かった。 

  



 

 

 

 

附 属 明 細 書 

 

 

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第３４条第３項で規定される

事業報告の内容を補足する重要な事項はありません。  

 



 

 

 

 

【別紙１】  青山グリーンアカデミー第７５期 講座内容 

 

講座名 テーマ 講  師 受講者数 

茶の湯文化学講座  

茶の湯と思想 

茶の湯と陰陽五行  
井関脩智氏 

（京都芸術大学講師  星岡茶寮主宰） 

１１０名 

みふゆの歳事 八木意知男氏（裏千家学園講師）  

『茶の本』と現代文明  

※休講 
大久保喬樹氏（東京女子大学名誉教授） 

茶の湯とイエスズ会宣教

師 

スムットニー祐美氏 

（関東学院大学非常勤講師） 

茶の湯と仏教  筒井紘一氏（茶道資料館顧問） 

茶の湯の美講座 

茶の湯の空間 

 

茶室を支える匠の技  中村義明氏（中村外二工務店代表） 

７５名 

露地の風景  尼﨑博正氏（京都芸術大学教授） 

すまいに作る茶の湯空

間 
岡本浩一氏（東洋英和女学院大学教授）  

茶室のデザイン 中西哲也氏（裏千家今日庵営繕課長） 

茶室の変遷  
飯島照仁氏 

（京都先端科学大学・裏千家学園講師） 

茶の湯概論講座  

茶の湯初心者を 

教える先生のため

の講座 

芭蕉の生涯とその作品  鈴木健一氏（学習院大学教授） 

６７名 

有職組紐の世界  
道明三保子氏 

（文化学園名誉教授  道明組紐教処長） 

茶の掛物について 宮武慶之氏（梅花女子大学非常勤講師） 

茶の湯炭の現在  
春山林生氏 

（茶の湯炭窯元  国東製炭窯長） 

裏千家八代一燈宗室居

士と七事式  

中島宗基氏 

（裏千家今日庵業躰） 

茶の湯茶書講座  
稲垣休叟『松風雑話』を

読む 
筒井紘一氏（茶道資料館顧問）  ５７名 

茶席の禅語講座  茶席の禅語  

永井宗直氏 

（満願寺住職・臨済宗建長寺派元教学部

長・淡交会横須賀支部支部長） 

６０名 

消息を読む講座 
崩し字によって書かれる

手紙を読む 

増田  孝氏 

（愛知東邦大学客員教授  書跡史家）  
５４名 

灰形講座  ※休講 
基礎コース・研究コース・

１日１科目コース 
小澤宗誠氏（裏千家正教授）   ０名 

茶事講座  ※休講 はじめての茶事『風炉編』  小澤宗誠氏（裏千家正教授）   ０名 



 

 

 

 

【別紙 2】 英語茶道教室 講座内容（全て休講） 

 

コース 実施日（８月・１月を除く）  講   師 
受講者数 

前  期 後  期 

A（初級）  
毎月第２・４金曜日（午前）   

毎月第１・３土曜日（午前）  

住友宗喜氏（裏千家教授）  

東宮宗洋氏（裏千家正教授）  
０名 ０名 

B（中級） 

毎月第１・３月曜日（午後）  

毎月第１・３水曜日（午後）  

毎月第１・３金曜日（午前）  

毎月第１・３土曜日（午後）  

東宮宗洋氏（裏千家正教授）  

阿蘇宗宏氏 (裏千家教授 ) 

川島宗博氏 (裏千家教授 ) 

小竹森宗啓氏（裏千家教授）  

０名 ０名 

C（上級）  

毎月第３月曜日（午前）  

毎月第３水曜日（午前）  

毎月最終金曜日（午後） 

毎月最終土曜日（午後） 

東宮宗洋氏（裏千家正教授）  

阿蘇宗宏氏 (裏千家教授 ) 

川島宗博氏 (裏千家教授 )  

小竹森宗啓氏（裏千家教授）  

０名 ０名 

D（最上級） 毎月第２金曜日（午後）  休講中 ０名 ０名 

体  験 

（のべ人数）  
  ０名 ０名 

   

 

 

 

  



 

 

 

 

【別紙３】  茶会等参加者数・外国人への茶道紹介参加者数 

 

 ●茶会等参加者数 

 

 令和元年 令和２年度 

開東閣茶会 ３０９名 ０名 

歳末チャリティー茶会 ２１８名 ０名 

桜の茶会 ２５７名 ０名 

外国人への茶道紹介  １２名 １名 

     

 ●外国人への茶道紹介 

       

新型コロナウイルスの影響により、当年度は外国人を対象とする茶道紹介事業は実施しなか

った。 

但し、東京藝術大学と住友商事の合同幹部育成プログラムの一環として、国際社会で活躍

する人材の日本文化への理解を深める機会として、裏千家東京道場を会場に茶道紹介を

実施した。（参加者１７名。内、外国人参加者１名）  

   

  



 

 

 

 

【別紙４】  講座受講者数・賛助会員数の推移   

 

●講座受講者数 

 

 令和元年度 令和２年度 

ＡＧＡ（茶の湯文化学）  １０９名 １１０名 

ＡＧＡ（茶の湯の美） ８８名 ７５名 

ＡＧＡ（茶の湯概論）  ２１８名 ６７名 

ＡＧＡ（茶の湯茶書）  １４１名 ５７名 

ＡＧＡ（茶席の禅語）  ４８名 ６０名 

ＡＧＡ（消息を読む） １２３名 ５４名 

ＡＧＡ（灰形） ８０名 ０名 

ＡＧＡ（茶事） ２６３名 ０名 

小  計 １,０７０名 ４２３名 

英語茶道教室（Ａ） ６６名（２） ０名（２） 

英語茶道教室（Ｂ）  １０７名（４） ０名（４） 

英語茶道教室（Ｃ） ８０名（４） ０名（４） 

英語茶道教室（Ｄ）  ０名（休講） ０名（休講） 

英語茶道教室（体験） ８２名 ０名 

小  計 ３６０名 ０名 

翻訳講座  ※休講 ０名 ０名 

    ＊（ ）内の数字はクラス数  

  

 

 ●賛助会員数 

 

 令和元年度 令和２年度 

個人会員 ４３８名 ３７９名 

団体会員 ６法人 ６法人 

 ＊令和２年度の個人会員の入会者数１６名、退会者数７５名。 

 ＊令和２年度の団体会員の入会・退会団体ともになし。 

  

  


