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1.事業の概況 
 

第９期（平成３１年４月１日～令和２年３月３１日）の事業概況は以下の通り。 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当財団では、自主的な措置として、実施予定の 

３～４月の公開事業を中止した。公開収入は昨年度同月比９９～１００％減となった。 

 

保全事業は、老朽化の進む主屋大屋根葺替え工事に向けての計画を進めると同時に、現状、

修理の必要な個所に対して処置を施した。大掃除並びに建具替えは、例年通り、京都女子大学 

と授業連携し学生の協力を得た。庭園の保全については、保全費の確保が厳しく、専門職人の

稼働日数及び人数を制限した。 

公開事業について、入場者の立ち入り範囲を制限するなど、建物への負荷や展示道具類の保

護を充分に配慮しつつ実施した。公開においては『虹の会』、『京都の文化財を守る会』のボ

ランティア解説員の協力を得て、丁寧な応対と解説が好評を得た。 

６月に花道家川瀬敏郎氏主宰による『祇園会杉本家花会』が開催され、４２７名の来訪者を

得た。同事務局より、建造物修理への大口寄附がなされた。祇園会屏風飾りは例年通り開催を

行た。７～９月には京都市・京都市観光協会主催『第44回京の夏の旅』の一般公開に協力し

た。のべ６４００名を超える参観者があり、重要文化財京町家の公開と文化財保存啓蒙の周知

に努めた。 

年中行事の特別一般公開（上巳節句雛飾り展、端午節句展、祇園会屏風飾り展）ならびに月

１度の解説付きの『一般見学コース』、『体験型文化講座』（外部講師を指導者とする文化講

座（金継ぎ）に加え、平成２９年度より開始した公開事業『京町家の日常風景』はコンスタン

トに毎月の入場者があったため、今年度は『京町家で過ごす懐かしのひととき』と公開事業名

を新しくし、１０～翌３月までの期間に週３日間（金・土・日）開催した。同時に、ホームペ

ージには英語版を加え、出版物・新聞・テレビなどを通じて公開に努めた。 

 教育機関に対し、大学との事業連携と公開講座への協力を行ったほか、地元小学校・大学・ 

海外の大学のゼミの学外授業への協力、小・中学校の研修旅行のテーマ学習への協力などを行

った。学校法人の会員継続による連携事業への取り組みは、当財団にとって意義あるものであ

る。以上のように公開事業を積極的に行うことで、広く町家保存の理解を深めると同時に、建

物の維持保存に必要な財源の確保に努めた。 

会員組織について、既存会員の集いの機会として懇親会、『文化サロン』を開設した。 

新規会員の募集、既存会員への継続勧奨など、会員組織の拡充に取り組んだものの、新規入

会者数は伸びを欠く傾向にある。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、公開事業の在

り方の模索が課題である。昨今、京都市の観光行政の影響から、京都市内の歴史ある京町家の

取り壊しの例が顕著となり、伝統建築遺構ならびに町衆文化の維持保存と伝承に努める当財団

の活動に対して関心が寄せられるよう、会員組織の拡充になお一層の努力を続けたい。 

平成３１年度第９期の無事終了に対し、関係諸機関ならびに関係各位に深く感謝と敬意を表 

します。今後ともご協力の程、宜しくお願い申し上げます。 

 

以上 

 

 

 
―１― 



平成３１年度（第９期 自平成３１年４月１日～至令和２年３月３１日） 
事業報告書 

 
 祇園祭山鉾町最大規模の町家遺構である杉本家住宅とその環境を保存・公開し、商家独特の諸行事の継承・保
存・公開を行い、併せて町人文化を研究・調査し、もって地域の伝統文化の振興及び学術文化の発展に寄与する
ことを目的とする（定款第３条）当財団の設立主旨に基づき、平成３１年度は以下の事業を行った。 
 
事業（定款第４条） 

１．杉本家住宅及び庭園の保存・公開 
２．杉本家伝来の調度類及び什器の保存・公開 
３．商家独特の諸行事及びその関連諸行事の継承・保存・公開 
４．これらの資料に基づく町家遺構と町人文化の調査・研究の報告書等の作成及び刊行 
５．その他、目的を達成するために必要な事業 

 
定款に基づく上記の事業について、以下５つの区分をもって事業活動を行うものとする。 
主たる庶務事項は別紙[資料１]の通り。 

 
（１）保全 

１）修理・整備[資料２] 
２）自動火災報知装置の点検（年２回）８月２２日・１月２０日 
  消火器の点検（年１回）５月２３日 
３）庭園管理（植木剪定、薬剤散布、寒肥え） 

６月５日、７月７日・８日、１２月１２日 
   ４）大掃除ならびに建造物点検 ６月１８日 
 
 
（２）継承保存 

１）年中行事―正月・節分・彼岸会・すす払い（６月・１２月）・建具替えなど 
２）祇園祭「伯牙山お飾り所（店の間）」ならびに関連諸行事 

ちまき準備 6 月 30 日、くじ順報告寄り合い 7 月 2 日、お飾り所７月 14 日～17 日 
３）宿場入り「奈良屋創業記念日床飾り」・「祝い膳」８月５日 
４）報恩講「仏壇荘厳」１１月２６日 

 
 
（３）公開 

１）杉本家住宅の一般公開（主催・他主催）[資料３] 
２）奈良屋創業期資料の展観（常設―奈良屋看板、古文書類等） 
３）年中行事の公開[資料４]  
４）出版物等に対する資料等の公開[資料５] 
５）事業連携先主催の催事への会場提供[資料６] 

 
 
（４）調査研究 

１）建造物ならびに古文書類・伝来調度類の調査及び研究の報告書等の作成及び刊行 
[資料 7] 

２）防災対策に係る調査・研究及び検討 
 
 
（５）会員組織[資料8] 

１）維持会員の募集 
２）会員対象の杉本家住宅の見学 
３）受取寄附金［資料 9］ 

   ４）機関誌「綾小路」第２4 号の発行（翌年度に延期） 
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資料１ 主たる庶務事項 
 
１．理事会・評議員会 
 
第１８回理事会（平成３１年３月２６日） 
第１号議案 平成３１年度事業計画の件 
第２号議案 平成３１年度収支予算の件 
第３号議案 その他 
報告事項  基本財産の活用計画について 

 
第１９回理事会（令和１年６月１５日） 

  第１号議案 平成３０年度事業報告の件 
  第２号議案 平成３０年度収支決算の件 
  第３号議案 任期満了に伴う役員選任の件 
  第４号議案 第９回評議員会開催の件 
        議案：第１号議案 議事録署名人の選任の件 
           第２号議案 平成３０年度事業報告の件 

第３号議案 平成３０年度決算報告の件 
第４号議案 任期満了に伴う役員選任の件 
第５号議案 任期満了に伴う評議員選任の件 
第６号議案 その他 

 
  第５号議案 第２０回理事会開催の件 
        議案：第１号議案 代表理事選任の件 

第２号議案 副理事長選任の件 
第３号議案 常務理事選任の件 

           第４号議案 その他 
  第６号議案 その他 
 
第９回評議会（令和１年６月２６日） 
第１号議案 議事録署名人選任の件 
第２号議案 平成３０年度事業報告の件 
第３号議案 平成３０年度収支決算の件 
第４号議案 任期満了に伴う役員選任の件 
第５号議案 任期満了に伴う評議員選任の件 
第６号議案 その他 
報告事項  2019 年度（第 9 期）事業計画の件 

        2019 年度（第 9 期）収支予算の件 
 
第２０回理事会（令和１年６月２６日） 

  第１号議案 任期満了に伴う代表理事選任の件 
  第２号議案 任期満了に伴う副代表理事選任の件 
  第３号議案 任期満了に伴う常務理事選任の件 
  第４号議案 その他 
 
第２１回理事会臨時会（令和２年１月２０日） 

  第１号議案 主屋大屋根吹替修理工事の件 
第２号議案 第１０回評議員会臨時会開催の件 
第３号議案 その他 

 
第１０回評議員会臨時会（令和２年２月４日） 

  第１号議案 議事録署名人選任の件 
第２号議案 主屋大屋根葺替修理工事の件 
第３号議案 その他 

 
第２２回理事会（令和２年３月２４日） 

  第１号議案 令和２年度（第１０期）の事業計画案の承認の件 
第２号議案 米蔵の賃貸事業案の承認の件 
第３号議案 令和２年度（第１０期）の収支予算案の承認の件 
第４号議案 その他 
報告事項  基本金の運用について 
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２．京都府政策法務課立入検査 
  令和１年８月２２日。指摘事項について、適切に改善。 
 
資料２ 修理・整備 
 

 １．国指定文化財維持管理費補助事業（京都府） 
内容：①防災施設保守点検等 ②名勝庭園の手入れ ○3 襖・腰張り破損の補修 

   実施期間：平成３1 年４月１日～令和２年３月３１日 
補助金交付申請：令和２年２月３日 
補助金決定通知：令和２年２月２１日 
補助金額確定通知：令和２年３月３１日 
交付決定補助金額：５７９,０００円（所有者負担 １，４９６，３４７円） 

 
  ２．京都府文教課 文化財を守り伝える京都府基金等事業費補助金 
    内容：『京町家で過ごす懐かしのひととき』・『文化サロン』公開事業 
    実施期間：令和１年１０月１日～令和２年３月３１日 
    補助金交付申請：令和元年７月２６日 
    補助金交付決定通知：令和１年１２月１８日 
    補助金額確定通知：令和２年４月２４日 
    交付決定補助額：７０４,０００円（所有者負担金額 ７０５,７８６円） 
 
資料３ 杉本家住宅の一般公開（主催・他主催） 
①特別一般公開（解説見学コース 事前予約制 定員２０名） 

※年中行事公開事業開催月を除く）第１土曜午前１０時３０分～正午 
 

 
②京町家で過ごす懐かしのひととき 

 
 
 
 
 
 
 
 

③文化サロン※会員対象 

月 テーマ 参加人数 合計 

１０月２０日 
１１月 １日 
１１月１０日 
１２月 １日 
１２月１５日 
 １月１２日 
 １月１８日 
 １月２５日 
 ２月 １日 
 ２月１６日 

古文書講座①    鈴木栄樹 
和綴じ本と小川煎茶 小川後楽 
古文書講座②    牧 知宏 
果物飾りと揮毫   小川後楽 
古文書講座③    鈴木敦子 
古文書講座④    宇佐美尚穂 
鏡開き       杉本歌子 
旧正月の会     杉本節子 
焙じる茶のひととき 杉本歌子 
古文書講座⑤    佐竹朋子 

   ７ 
   ６ 
   ４ 
   ８ 
   ３ 
   ６ 
   ２ 
  １０ 
   ７ 
   ３ 

 

  合計 ５６ 

―４― 

開催日 参加人数 合計 
午前の部  

４月１３日 １３  
１１月 ２日 １０  

合  計 ２３ 

開催日 参加人
数 

合計 

１０月１３日～２７日 ９３  
１１月 １日～３０日 １９９  
１２月 １日～２２日 １０４  
 １月１０日～３１日 １７８  
 ２月 １日～２３日 １７１  

合  計 ７４５ 



④会員限定特別懇親会（１０月６日）『蓄音機の夕べ』２０名 
 
⑤川瀬敏郎主宰『祇園会 杉本家花会』（６月１日・２日）４２７名 
 
⑥第４４回『京の夏の旅』（京都市・京都市観光協会主催） 
 ７月２０日～３１日（１０日間）１３１１名 
 ８月 １日～３１日（２７日間）２４８５名 
 ９月 １日～３０日（２６日間）２６８６名 合計６４８２名 
 
⑦ふるさと納税者見学会（７月１４日 祇園会屏風飾り展）２４名 

資料４ 年中行事の公開 
 
 
 
 
 

 

     

＊店の間公開は、伯牙山保存会への飾り所の提供。同保存会では入場者数はカウントせず。 
 
 
その他 見学依頼への対応ならびに他主催への協力 
 
４月 

６日     ポルトガル庭園協会グループ      ２６名 
２０日     全国一般造園管理施工技師の会     ３３名 
２８日     日本建築研究会             ９名 

 
５月 
１１日     京都生協まちづくりクラブ       １０名 
１４日     煎茶稽古会 
１６日     海外訪日旅行者             ２名 
２２日     一休閑話 

 
６月 
  ５日     東京芸術大学             ３０名 
１１日     煎茶稽古会 
１２日     京の夏の旅 解説ガイドスタッフ、受付スタッフ説明会 

東京芸術大学デザイン班        ３０名 
１６日     関西会『京町家を訪ねる』       ２４名 
１９日     デンマーク大学建築学部        ４３名 
２３日     エマニュエル・マレス（京都産業大学）ゼミ９名 

 
７月 
  １日     京都経営者協会            ４０名 
１４日     ＪＲ東海ツアーズ           ４０名 
１５日     ＪＲ東海ツアーズ           １０名 
１６日     三越伊勢丹の旅             ５名 

 
―５― 

期 間 行  事  名 参観者数 
５月 ２日～ ５日 特別一般公開「端午の節句」展 １６９ 
７月１０日～１２日 一般公開「祇園会屏風飾り展 前期」 １９９ 
７月１４日～１６日 特別一般公開「祇園会屏風飾り展後期」 ２３５２ 
７月１４日～１６日 伯牙山お飾り所 店の間一般公開 ＊ 
３月 １日～２２日 特別一般公開「上巳節句ひな飾り」展 中止※コロナ 

                           合計 ２７２０ 



８月 
  ３日      『京の夏の旅』千年の心得 ぶぶ漬けの会 １４名 

９日      近畿高等学校家庭科教育協会       ３０名 
 
９月 
  ７日      『京の夏の旅』千年の心得 ぶぶ漬けの会 １４名 
２４日      セカンドライフ協会            ４名 

          煎茶稽古会 
２７日      山梨県旅行会社              ８名 

 
１０月 
  ３日      環境デザイン学科 庭園実習       １８名 
  ５日      京あそび（運営大日本印） 

『京商家のハレの行事婚礼行事に親しむ』  ７名 
  ９日      『京町家で過ごす懐かしのひととき』ボランティア研修会 
１０日      松山市裏千家教授グループ お茶付見学  １６名 
１１日      コンシェルジュ・サロン『茶話会』     ９名 
１２日      解説見学コース 台風のため中止 
１３日～２７日  『京町家で過ごす懐かしのひととき』   ９３名 
２２日      煎茶稽古会 
２８日      金継ぎ教室 

 
１１月 
  ７日      神奈川学園高等学校           １１名 
１１日      金継ぎ教室 
１２日      煎茶稽古会 
２０日      浜本規子様（会員）           １１名 
２１日      京都女子大学連携事業 京町家特別公開講座５０名 

 
１２月 
  ３日      煎茶稽古会 
  ５日      一般者 ７名 
  ７日      ＷＣＳＦＣ京都ツアー          ２６名 
  ９日      金継ぎ教室 
１１日      大阪府関係ツアー            ２０名 
１６日      コンシェルジュ・サロン『京都のぶぶ漬け体験会』１１名 
１８日      京都女子大学連携事業 京町家特別公開講座５０名 

 
令和２年 
１月 
１１日      まなべるクラブ             ３１名 
３１日      クラブツーリズム団体          １７名 

 
２月 

  ４日      煎茶稽古会 
  ７日      洛央小学校３年生            １０名 
          京都市文化財育成マネージャー見学会   ４０名 
１１日      京都造形芸術大学 栗本徳子教授ゼミ   ２０名 
１５日      洛謡社主催 京の町家で謡を楽しむ 
１７日      ハーヴェストクラブ会員・ＶＩＡＬＡ会員 １６名 
１９日      鹿児島大学建築学科           ２６名 
２１日      京都女子大学連携事業 京町家特別公開講座５０名 
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３月 
  １日～２２日  中止 ひな飾り展 
  １日      中止 ふるさと納税者見学会 
  ３日      中止 大丸松坂屋友の会見学会 
  ８日      中止 見学解説コース 
１１日      煎茶稽古会 

          中止 町家の日見学会 
１４日       中止 会員限定『雛がたり懇親会』 
２８日      ひな飾り展一日限定公開        １１名 

 

資料５ 出版物等に対する資料等の公開 

【書籍】 
 秀学社「美術資料 京の美」座敷１点 座敷庭１点 外観１点 
 淡交社「京の町家 杉本家」 
 川瀬敏郎『祇園会 杉本家花会』 工芸青花１３号 
 
【新聞】 
 平成３０年６月２７日 産経新聞「米蔵公開」米蔵外観１点 

京都新聞「米蔵公開」米蔵外観１点 
 平成３０年７月 ４日 朝日新聞「米蔵公開」米蔵外観１点  内部１点 
平成３１年２月１９日 毎日新聞「古文書調査会より」米蔵外観１点 

 令和２年４月２８日・３０日 産経新聞夕刊山上直子が聞いてみた一聞百見 
 
【テレビ】 
 平成３０年 ７月 BS プレミアム「京都・祇園祭～至宝に秘められた謎～」「秋草図屏風」 
平成３０年 ９月 ケーブルテレビ「きょうの料理」外観 歳中覚 
平成３０年１０月 NHK BS－1「Core Kyoto」日本語版 

 令和 １年 ９月 Ｅテレ「きょうの料理」杉本節子出演 
１１月 関西テレビ「報道ランナー」失われる京町家風景 
１２月 日本テレビ「遠くへ行きたい」 

令和 ２年 ３月 ケーブルテレビ「園部城の謎」外観写真 
       ３月 Ｅテレ「きょうの料理」杉本節子出演 
 
【その他】 
発見！京都遺産 テーマ２ 庭園文化 台所庭１点 座敷庭１点 
発見！京都遺産 テーマ６ 京町家とその暮らしの文化 外観 1 点 
KANSAI OSAKA 文化力№１２９ 住宅外観１点 
たち吉ホームページ 

 

資料６ 事業連携先主催の催事への会場提供 
１０月１５日 連携公開講座 午後１時３０分～ 
京町家特別公開講座シリーズ第 25 回「女性が学ぶ京の町家文化」 

  講師：杉本節子『伝えたい京商家の和食文化―正月のならわし』 
講師： 八田一氏（京都女子大学 家政学部教授） 

『江戸時代の卵料理集「万宝料理秘密箱（卵百珍）」 』 
対談：卵博士に聞く―卵のひ・み・つ（八田教授 杉本） 

１１月２１日 連携公開講座 午後１時３０分～ 
京町家特別公開講座シリーズ第２６回『女性が学ぶ京の町家文化』 

  講師：杉本千代子『京商家 くらしの文化を紡ぐ』 
  講師：エマニュエル・マレス氏（京都産業大学文化学部 准教授） 

『京都の庭と名勝・杉本氏庭園』 
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１２月１８日  連携授業 京都女子高校ウイステリア科 
  対象学年：高校１年生 
  講師：杉本歌子『未来（あす）への歩み～京商家杉本家の習いとくらし～』 
  講師：通崎 睦美氏（マリンバ奏者）『着物の楽しみ～アンティーク着物の世界』 
 ２月２１日 連携公開講座 午後１時３０分～ 
京町家特別公開講座シリーズ第２７回『女性が学ぶ京の町家文化』 

  講師：杉本節子『京商家に伝わる雛の節句と食文化』 
  講師：吉澤健吉氏（京都産業大学文化学部 教授） 

『古希を迎えて人生を考える』 
 
資料７ 建造物ならびに古文書類・伝来調度類の調査及び研究の報告書等の作成及び刊行 
 

今年度は、古文書調査会の開催は休止状態となったが、「文化財を守り伝える京都府基金 
等事業費補助金の対象となった公開事業の一つ「文化サロン」の開催内で、鈴木栄樹主任 
をはじめとする各調査員が古文書を学ぶサロンに講師として講話。当家の歴史とその時代背 
景とともに、わかりやすく一般に周知する活動を行った。参加者から好評を得た。 

 
資料８ 会員組織 
１）３１年度 種類別新入会数 

年度 賛助会員 特別会員(法人会員) 正会員 年度合計 

   ３１年度 1 0 12 13 

   ３０年度 １ １ ７ ８ 

 
２）３１年度 種類別継続会員数 

    年度 賛助会員 特別会員（法人会員） 正会員 年度合計 

   ３１年度 １ ６ １５３ １６０ 

 
３１年度新規入会者 ＊敬称略 
 平成３１年４月 1 日～令和２年３月３１日 
【正会員】（１２名）＊左から右へ入会順 

植田伸子 河原聡美 山本郁也 衛藤照夫 木田ミチル 高木良枝 山田拓宏 

木村美春 桐谷修  佐竹朋子 加地ゆみ子 阿部成樹 

 

【賛助会員】 

  京都中央信用金庫 
 
【参照】 
１）２９年度種類別新入会数 

２９年度 賛助会員 特別会員(法人会員) 正会員 年度合計 

合計 ０ ０ ６ ６ 

 
2）２９年度 継続会員数 

２９年度 賛助会員 特別会員（法人会員） 正会員 年度合計 

合計 ３ １０ ２６５ ２７８ 
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資料９ 受取寄附金 敬称略（平成３１年４月１日～令和２年３月３１日） 

 

修繕寄附（１口１万円） 

宮﨑忠芳（２０口） 内海久美（５口） 前田照美（１０口） 木村光一（１口） 

 伊丹新 （３口）   宮﨑忠芳（１０口）相馬百合子（１口）  松本澄子（１口） 

阿部成樹（１口）    渡里尚人（２口） 

 

一般寄附（任意） 

田中敦仁（５千円） 

 

大屋根葺替え工事寄附金（１口１万円） 

祇園会杉本家花会事務局（４２７口） 
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