
 - 1 - 

 

令和2年 3月 9日（月） 

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 2020 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58の個人・

法人・グループに対し助成が決定し、総額71百 39万円が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 

特定失踪者問題調査会 東京都文京区 北朝鮮による拉致被害者の救出 

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) 

テキサス親父日本事務局 埼玉県熊谷市 

国連での活動と国内外の反日勢力に対するプロファ

イリングを行うカウンター・インテリジェンス・  

シンクタンクの創設 

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 

藤井実彦氏 
東京都 

東久留米市 
消費増税における経済マンガの製作 

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『美し国』

発行3. 美し国広報事業4.海外講演事業 
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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 

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 

日本論語教育学会 大阪市旭区 論語教育ならびに同指導者育成のための普及活動 

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・公開専門講座等により地域住民に 

対する「文化・歴史・芸術」の学習事業の推進 

歴史認識問題研究会 千葉県柏市 「歴史認識問題研究会」の事業継続 

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( 継続事業) 

黒田裕樹の歴史講座 大阪市北区 「黒田裕樹の歴史講座」の全国展開事業 

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 

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 

株式会社ロゴスラボ 大阪市北区 自虐史観払拭のための情報発信ブログの拡充、強化 

NIPPON憲法プロジェクトin大阪 大阪府堺市 
第4回OSAKA憲法トークライブ開催とYouTubeでの 

情報発信 

河村保美子氏 大阪府茨木市 
皇居勤労奉仕、講演会、歴史講座開催等、 

河村保美子の諸活動 

江崎道朗氏 神奈川県川崎市 近現代史研究プロジェクト 

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 

小池流泅道会 大阪府枚方市 小池流泅道会の活動事業 

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 

長谷川幸洋氏 東京都渋谷区 長谷川幸洋の「ニュース実験室」with高橋洋一 

一般社団法人日本歴史探究会 

「正しい歴史認識の為の研究、並びに研究

成果の発表」 

大阪市淀川区 
正しい歴史認識のための研究、並びに 

研究成果の発表 

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 
東京都大田区 

旧東欧・バルト3国、旧ユーゴスラビアなどから、

将来的に国を代表する「日本との懸け橋となる逸材」

を探す 

志教育研究会 東京都港区 令和2年 第一期 志養成 連続セミナー 

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、他 

岸和田おとな塾、親子塾 大阪府泉南市 

泉州地区の人々への政治、行政、社会情勢、歴史等

の啓蒙活動及び、子供たちへの道徳教育を中心    

とした模擬授業の実践 

株式会社関西経営管理協会 大阪市北区 第132回 夏期全国経営者大会 

次世代保育研究会 兵庫県西宮市 
令和2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 
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「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) 

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」と「伝統工芸品」にかかわる    

取材及びWEBや SNSによるその魅力の発信 

石黒良彦氏 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 

酒井康子氏 大阪府東大阪市 酒井響希のドラム演奏活動 

堺 Bonds Young（ボンズ ヤング） 大阪府堺市 
中学生選手の硬式野球を通じての心技体の向上、  

人格形成の支援 

日本の歴史文化研究会 兵庫県神戸市 
日本の歴史と文化の普及と振興を通し、政治的に中

立な真実を基にした歴史を広く日本国民に周知する 

「日本文明」研究フォーラム 千葉県柏市 
「日本的価値」再評価に向けた若手・中堅研究者の

学術協働ネットワークの基盤構築 

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 

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 

アートスタジオ楓  

鉛筆艦船画家 菅野泰紀氏 
大阪市生野区 

奉納・寄贈活動並びに三沢航空科学館 戦艦ミズー

リ記念館 大和ミュージアムでの展示会への準備 

一般社団法人日本歴史探究会 

「日本の俳句、御製を音楽で表現し、国民

の正しい歴史認識の醸成を促す」 

大阪市淀川区 
日本の俳句、御製を音楽で表現し、国民の正しい  

歴史認識の醸成を促す 

防災危機管理フォーラム 東京都文京区 
安土城復元に向けての（現存天守5カ所）の火災・

防災対策に関する現地調査活動 

株式会社パワーアイ 大阪市北区 
日本の伝統文化を世界に向け発信するドキュメン 

タリー制作の国際展開事業 

素行自得の会 兵庫県西宮市 
子どもたちに日本の素晴らしさを伝える海外 

研修事業 

一般財団法人防災教育推進協会 東京都千代田区 防災セミナー（防災寺子屋）開催 

英語パフォーマンス甲子園実行委員会 奈良県奈良市 第3回英語パフォーマンス甲子園 

一般社団法人にほん塾 千葉県四街道市 おやこで寺子屋 

日本文化を学ぼう会 兵庫県芦屋市 著名人による講演会と研究会 

親学高知  高知県高知市 親学普及事業 

伊丹まちかど歴史研究会 大阪府伊丹市 
自分に誇りを持ち、日本の国に誇りを持ち、祖国   

日本に誇りを持つ青少年を育成する講演会の実施 

一般財団法人 大阪工芸協会 大阪市中央区 
Windows10に対応したパーソナルコンピューター 

システムの構築 

より良い傷の手当てを普及する会 大阪狭山市 教育現場により良い傷の手当てを普及する活動 

越野美枝子氏 大阪府堺市 野良猫保護活動 

公益財団法人 新教育者連盟 大阪支部 大阪府藤井寺市 
生命の教育をより広く伝え、日本の教育の困難な 

現状を解決していくための活動 
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吹田夢★志団 大阪府吹田市 演劇から歴史を辿ってみよう 

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 

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 

令和2年夏季青少年合宿（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 

 ■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 


