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平成31年 3月 4日 

各  位 

所 在 地 大阪府岸和田市土生町１丁目４番23号 

法 人 名 一般社団法人今井光郎文化道徳歴史教育研究会 

代表者名 代 表 理 事  今 井 光 郎 

 

一般社団法人今井光郎文化道徳歴史教育研究会、助成先決定について 

 

 この度、一般社団法人今井光郎文化道徳歴史教育研究会が実施する平成 31 年度(第 1 回)の資金助成

先が下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。 
 

記 
 

一般社団法人今井光郎文化道徳歴史教育研究会は、日本の文化・道徳・歴史・教育に関する理解を広く 

国内外において促進するため、幅広い個人・法人・グループの日本の文化・道徳・歴史・教育に関する活動

を活動助成事業・寄付事業により支援、また、日本人として正しい文化・道徳・歴史・教育を広く後世へと

伝えていくため、優れた日本の文化・道徳・歴史・教育に関する活動を行っている個人・法人・グループに、

今井光郎文化道徳歴史教育賞(仮称)を授与することで支援することを目的に、今井光郎氏が代表取締役を 

務める株式財産管理会社「株式会社フジ住宅従業員共済会」がその所有するフジ住宅株式会社普通株式256 

万 1千株を寄付して平成26年 11月に設立されました。又、平成28年 2月26日に、今井光郎氏が代表を務

める資産管理会社「株式会社今井光郎」が所有するフジ住宅株式会社普通株式272万 28百株の寄付を受け入

れ、新たに平成 31 年 1 月 15 日に、今井光郎個人保有株式 80 万株の寄付を受け入れたことにより合計 608

万 38 百株（株価 850 円の場合、約 52 億円相当）となり、フジ住宅株式会社からの配当金(年間約 1 億          

1 千万円)を原資として年 2 回助成させていただく事により、社会貢献事業を行うものであります。今回、  

日本の為に尽力されておられる合計 54 の個人・法人・グループに対し助成が決定し、総額 62 百 91 万円が    

3月下旬に支給される予定です。次回は9月下旬に助成金を支給させていただく予定です。 

 

■助成先一覧 

助成先 所在地 使途 

一般社団法人 美し国 東京都新宿区 
1.「なでしこオピニオンの会」運営2.会報誌『美し

国』発行3. 美し国広告事業4.パラオ研修費 

琉球新報、沖縄タイムスを正す県民・国民

の会 
沖縄県那覇市 沖縄県民啓発広報事業 

一般社団法人ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌｫﾜｰﾄﾞ推進機構 東京都千代田区 
英語で発信される日本関係のニュースを掲載する 

ウェブサイトの運営 

美しい日本の憲法をつくる国民の会 東京都千代田区 
美しい日本の歴史伝統文化を盛り込んだ憲法制定を

めざした広報啓発事業 

日本人の心を取り戻す会 大阪市中央区 
メールマガジンの配信、小冊子の配布、講演会や   

交流会の開催等の実施 

特定非営利活動法人 岸和田健老大学 大阪府岸和田市 

市民公開講座・専門講座、歴史探訪講座等の開催に

より地域住民に対する「文化・歴史・技術」の学習

事業 

産経新聞開発株式会社 大阪市浪速区 
井上和彦氏ツアーおよび講演会(日本の失われた  

近現代の歴史に光を照らす会) 

論破プロジェクト 
東京都 

東久留米市 

一般社団法人 日本文化国際発信ターミナル（仮称）

英語名：NITT（ニット） 
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日本論語教育学会 大阪府大阪市 論語教育ならびに同指導者育成のための普及活動 

一般社団法人新しい歴史教科書をつくる会 東京都文京区 会報誌「史」の発行、普及 

黒田裕樹の歴史講座 大阪府大阪市 「黒田裕樹の歴史講座」の全国展開事業 

史実を世界に発信する会 東京都港区 海外向英文発信事業 

公益財団法人新教育者連盟 東京都国立市 機関誌の刊行普及事業、講師、指導者派遣事業 

一般財団法人 日本教育再生機構 東京都渋谷区 道徳化推進事業 

学ぼう会北摂  大阪府茨木市 学ぼう会北摂「よくわかる歴史講座」の開催 

国際共生創成協会・熊野飛鳥むすびの里 三重県熊野市 協賛スタッフの人件費及び教育施設・設備整備費 

一般社団法人つぼみ咲くプロジェクト 大阪市中央区 

日本の伝統文化と精神文化、道徳・歴史を子どもや

青少年に正しく伝える教育プログラム事業( 継続 

事業) 

株式会社ネクスト・アクシス 兵庫県宝塚市 

慰安婦問題その他歴史認識 問題の海外及び国内で

の発信事業(国連スピーチ、 現地調査、国内での 

講演会) 

日本とポーランドが紡いだ絆と真実の歴史

を学び伝える会～日ポ国交樹立100年

（2019年）を記念して 

東京都大田区 
日本とポーランドが紡いだ絆と真実の歴史を学び伝

える事業～国交樹立100年(2019年)を記念して 

江崎道朗 神奈川県川崎市 近現代史研究プロジェクト 

国際歴史論戦研究所 東京都文京区 海外(国連、イスラエル)派遣の費用補助 

親学高知  高知県高知市 親学普及事業 

生き方塾敬天丹田 大阪府豊中市 道徳教育を担う草の根からの寺子屋式人材育成事業 

日本志勉強会 大阪府南河内郡 立志を以て万事の源とする勉強会開催事業 

NIPPON憲法PROJECTin大阪 大阪府堺市 
第3回OSAKA憲法トークライブの開催とメディアへ

の広報戦略推進のため 

アートスタジオ楓 大阪府大阪市 
奉納・寄贈活動並びに真珠湾展・大和ミュージアム

展・台湾展開催 

志教育研究会  岐阜県岐阜市 平成31年度 志養成 連続セミナー 

中島サロン（歴史勉強会） 大阪市中央区 
講師を招いての日本の歴史や現状を正しく認識   

させる啓蒙活動 

小池流泅道会 大阪府枚方市 小池流泅道会の活動事業 

次世代保育研究会 兵庫県西宮市 
平成31年度保育園・こども園の先生向けキャリア  

パス対応ステップアップ連続研修会 

大宅由人 大阪府堺市 

①クリエイター等とのセッション②スタジオでの人

物等の撮影③媒体への掲載④①～③実施の為の団

体、人材発掘 
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石黒良彦 大阪市中央区 
日本唱歌を歌う日の丸行進及び、扇町公園炊き出し

の会 

有限責任事業組合 和の逸品普及委員会 東京都小平市 
日本文化「和の食」にかかわる取材とその魅力を   

発信するWEBサイトの構築 

一般財団法人 日本礼儀作法協会 東京都中央区 海外における「日本の教育プログラム」実施 

一般社団法人 Shien 大阪府岸和田市 情報化推進事業 

公益財団法人マナーキッズプロジェクト 東京都杉並区 
マナーキッズ、プロジェクト関連印刷物の発行及び

マナーキッズ講師養成講習会の開催 

一般財団法人 防災教育推進協会 東京都千代田区 防災意識の正しい理解と防災力の向上プロジェクト 

認定特定非営利活動法人 まほろば教育 

事業団 
東京都目黒区 

平成31年(新元号)夏季青少年合宿(まほろば小学生

合宿8会場、夏季中高生セミナー2会場)の開催 

全日本青少年育成アドバイザー連合会 鳥取県東伯郡 青少年育成アドバイザー活動事例集作成 

防災危機管理フォーラム 東京都文京区 防災危機管理フォーラム開催プロジェクト 

一般社団法人オープンアーク 大阪府寝屋川市 

日本の伝統文化・伝統工芸・伝統技術、国産材の振

興、それに伴うアーティストによるデザイン創作  

活動の支援等 

「空の神兵」顕彰会 千葉県市原市 
戦没者慰霊碑または記念碑建立準備・調査費用  

( 国内及び国外) 

一般社団法人 近現代史データバンク 東京都新宿区 RekiShiru(れきしる）プロジェクト 

英語パフォーマンス甲子園実行委員会 奈良県奈良市 第2回英語パフォーマンス甲子園 

「日本文明」研究フォーラム 千葉県柏市 
「『日本文明』理解促進」のための学術貢献プロジ

ェクト 

田並劇場保存会 
和歌山市東牟婁

郡 
田並劇場再生プロジェクト 

一般社団法人 松南志塾 大阪府泉大津市 こども論語塾、こども商店プロジェクト 

日本文化を学ぼう会 兵庫県芦屋市 著名人による講演会 

Fundacja ChibiWaru(ファンダチア チビ

ワル) 

ポーランド 

ワルシャワ 

日本式教育センター設立準備および日本式教育   

プロモーション活動 

越野美枝子 大阪府堺市 野良猫保護活動 

偏向報道から国民を守る会 東京都中央区 

偏向報道撲滅に向けて、大会、デモの企画と運営。

共産勢力に対抗する為の文書、チラシ作成、SNSでの

啓蒙運動。 

NGO正定事件の担造を正す会 東京都港区 正定事件の捏造を正す為の内外における諸活動 

伊丹まちかど歴史研究会 伊丹市池尻 伊丹まちかど歴史講座 

日本の歴史文化研究会 神戸市東灘区 日本の歴史文化研究会 

 ■本件に関する連絡先■ 

一般社団法人今井光郎文化道徳歴史教育研究会 事務局 フジ住宅株式会社 取締役 石本賢一 

(電話) 072-433-4200 (FAX)072-437-9828 


