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助成財団センターの歴史

年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
1983 秋 発起人グループ／仕掛け人

山岡、林、原現吉
1984 2.21 財団資料センターに関する

有志懇談会
日時　1984（昭和59）年2月21日（火）17：30～
19：30
場所　新宿三井ビル54階　三井クラブ
出席　岩谷直治記念財団（荒木徹也）、鹿島学
術振興財団（原現吉）、車両競技公益資金記念
財団（神田博、杉山岩己）、東レ科学振興会（田
中勇）、トヨタ財団（林雄二郎、山口日出夫、亀沢
直道、山岡義典）、日本生命財団（望月信彰）、
三菱財団（奥野高、高橋昂）
欠席　日産科学振興財団（笠原剛三）

1984 3.29 「財団資料センター（仮称）
設立の可能性に関する調
査」のための打合せ

日時　1984（昭和59）年3月29日（木）18：00～
20：00
場所　新宿三井ビル54階　三井クラブ
出席　旭硝子工業技術奨励会（飯野俊彦）、岩
谷直治記念財団（荒木徹也）、鹿島学術振興財
団（原現吉）、公益法人協会（渡辺昌夫、友野俊
平）、国際交流センター（伊藤道雄）、国際文化
教育交流財団（関成一）、車両競技公益資金記
念財団（神田博）、東レ科学振興会（田中勇）、ト
ヨタ財団（林雄二郎、山口日出夫、亀沢直道、山
岡義典）、内藤記念科学振興財団（佐藤清夫）、
日産科学振興財団（水野全二）、日本生命財団
（望月信彰）、三菱財団（奥野高）

1984 4.20 「助成活動資料センター（仮
称）」設立検討委員会第1回
準備幹事会

日時　昭和59年4月20日（金）
場所　公益法人協会会議室
出席　代表幹事友野俊平（公益法人協会）、幹
事荒木徹也（岩谷直治記念財団）、今田忠（日
本生命財団）、熊谷康夫（内藤記念科学振興財
団）、高橋昂（三菱財団）、田中勇（東レ科学振
興会）、水野全二（日産科学振興財団）、山口日
出夫（トヨタ財団）
作業部会委員　山岡義典（トヨタ財団）、雨宮孝
子（公益法人協会）

1984 5.18 「助成活動資料センター（仮
称）」設立検討委員会第2回
準備幹事会

日時　昭和59年5月18日（金）
場所　公益法人協会会議室

幹事会
委員長　友野俊平（公益
法人協会）
幹事　荒木徹也（岩谷直
治記念財団）、今田忠（日
本生命財団）、熊谷康夫
（内藤記念科学振興財
団）、高橋昂（三菱財
団）、田中勇（東レ科学振
興会）、水野全二（日産科
学振興財団）、山口日出
夫（トヨタ財団）

代表幹事友野俊平（公益
法人協会）
幹事荒木徹也（岩谷直治
記念財団）、今田忠（日本
生命財団）、熊谷康夫（内
藤記念科学振興財団）、
高橋昂（三菱財団）、田中
勇（東レ科学振興会）、水
野全二（日産科学振興財
団）、山口日出夫（トヨタ
財団）
作業部会委員　山岡義典
（トヨタ財団）、雨宮孝子
（公益法人協会）
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
1984 5.25 「助成活動資料センター（仮

称）設立の可能性に関する
調査」準備委員会

日時　1984（昭和59）年5月25日　14:30～16：30
場所　三菱ビルヂング15階　三菱クラブ
17団体、21名の出席。故原現吉氏への黙祷

1984 6月 要覧調査開始 要覧まえがきより
1984 6月？ トヨタ財団民間助成活動促進プログラム助成

「『日本の助成型財団要覧』の編集・印刷等」
610万円

　最近、財団活動への関心が高まりつつあるが、
現在のところ、わが国の助成型財団（助成・表
彰・奨学を主目的とする財団）の全貌を知り得る
資料はない。　今回の企画は、この分野の調査
にかかわった経験をもつ者数名が協力し、新た
な分類や検索方法などの試みを加味して、日本
の主だった助成型財団と公益信託に関するディ
レクトリーを編集・出版しようとするものである。な
お、助成手続は編集（3,500,000円）と印刷等
（2,600,000円）の2段階に分けて実施されたが、
この年次報告書では一括して報告する。（トヨタ
年報84）

1984 6月？ トヨタ財団民間助成活動促進プログラム助成
「助成財団資料センター設立の可能性に関
する調査」190万円

　民間の財団活動の役割は、今後ますます重要
になってくると思われるが、その発展のための基
盤は必ずしも十分ではない。そのような基盤整備
の1つとして、助成活動に関する資料センターの
設立があげられる。その資料センターの設立の
可能性を検討するため、22の財団関係者が集
まって調査を実施することになり、その業務を一
括して（財）公益法人協会に委任することとなっ
た。　今回の助成は、その調査費用の一部を成
すものである。関係者へのインタヴュー調査や文
献による海外事例調査、センターの基本構想案
の作成などが主な業務内容である。（トヨタ年報
84）

1984 6.20 「助成活動資料センター（仮
称）」設立検討委員会第3回
準備幹事会

日時　昭和59年6月20日（水）
場所　公益法人協会会議室

1984 6.29 「助成活動資料センター（仮
称）設立の可能性に関する
調査」第2回準備委員会（＝
第1回検討委員会）

日時　1984（昭和59）年6月29日　14:30～16：30
場所　内藤記念科学振興財団会議室
22団体の出席

1984 7.20 「助成活動資料センター（仮
称）」設立検討委員会第1回
幹事会

日時　昭和59年7月20日（金）
場所　国際文化会館樺山ルーム

1984 9.11 「助成活動資料センター（仮
称）」設立検討委員会第2回
幹事会

日時　昭和59年9月11日（火）
場所　公益法人協会会議室

1984 9.26 「助成活動資料センター（仮
称）」設立検討委員会第3回
幹事会

日時　昭和59年9月26日（水）
場所　公益法人協会会議室
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
1984 10.2 「助成活動資料センター（仮

称）設立の可能性に関する
調査」第2回検討委員会

日時　1984（昭和59）年10月2日（火）　15:00～
17：00
場所　日本工業倶楽部会議室

1984 11.21 「助成活動資料センター（仮
称）」設立検討委員会第4回
幹事会

日時　昭和59年11月21日（水）
場所　公益法人協会会議室

1984 12.20 「助成活動資料センター（仮
称）」設立検討委員会第5回
幹事会

日時　昭和59年12月20日（木）
場所　公益法人協会会議室

1985 2.12 「助成活動資料センター（仮
称）設立の可能性に関する
調査」第3回検討委員会

日時　1985（昭和60）年2月12日（火）　15:00～
17：00
場所　国際文化会館セミナールームＤ室

1985 3.15 助成財団資料センター設立
検討委員会第6回幹事会

日時　昭和60年3月15日（金）
場所　公益法人協会会議室

1985 4.24 助成財団資料センター設立
検討委員会第7回幹事会

日時　昭和60年4月24日（水）
場所　公益法人協会会議室

1985 5.15 「助成財団資料センター設
立の可能性に関する調査」
第4回検討委員会

日時　1985（昭和60）年5月15日（水）　10:00～
12：00
場所　国際文化会館本館第一会議室

1985 6.15 「日本の助成型財団
要覧－1985年版-」

公益法人協会刊 はじめに（編集委員会代表・公法協専務理事友
野俊平）
「また、このディレクトリーの編集と並行して、助成
財団資料センターの設立に関する調査が進めら
れているが…」
「また、調査・編集・出版の費用については（財）
トヨタ財団の「民間助成活動促進プログラム」によ
る助成を受けることができた。」

1985 7.16 助成財団資料センター設立
検討委員会第8回幹事会

日時　昭和60年7月16日（火）午後2時～5時
場所　公益法人協会会議室

1985 8.28 第5回助成財団資料セン
ター設立検討委員会

日時　1985年8月28日（水）14：00～15：30
場所　国際文化会館セミナールームＤ室

1985 8.28 助成財団資料センター設立
準備会

日時　1985年8月28日（水）15：40～17：00
場所　国際文化会館セミナールームＤ室
22団体中１９団体出席

1985 8.31 検討委員
会、幹事

「助成財団資料セン
ターの設立可能性に
関する調査報告書」
（要約編・調査編）
（資料編）

助成財団設立検討委員会による報告書 はじめに（委員会代表林雄二郎より）
「22財団の関係者有志が1年余にわたって行っ
てきた共同作業の結果」
「…センターづくりについて私が最初に相談した
のは、今は亡き原現吉氏であった。一昨年の秋
であったと思う。」
「調査や検討は必ずしも順調に進んだわけでは
ない。」
「報告書の原稿執筆に至るまでの具体的な調査
活動を担当された雨宮孝子、山岡義典の両氏に
も、心から感謝申し上げたい。」

編集委員
代表　友野俊平
委員　雨宮孝子
　伊藤道雄（ＪＣＩＥ）
　田中治彦（ＪＣＩＥ）
　土肥寿員（公法協）
　山岡義典（トヨタ）
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
1985 10.1 助成財団資料センター設立

準備のための打合せ
日時　１９８５年１０月１日（火）11：00～12：30
場所　トヨタ財団会議室
出席　奥野高、神田博、友野俊平、林雄二郎、
望月信彰
オブザーバー　山口日出夫、山岡義典

1985 10.2 第２回助成財団資料セン
ター設立準備幹事会

日時　１９８５年１０月２日（水）3：00～5：00
場所　公益法人協会会議室

1985 10.18 第２回助成財団資料セン
ター設立準備会（準備幹事
会合同）

日時　１９８５年１０月18日（金）10：00～12：00
場所　鹿島赤坂別館　５階会議室

1985 10.28 山岡より久須美に出向の話 10.28付け久須美宛、山岡手書きのメモ
1985 10.30 助成財団資料センター設立

準備の作業打合せ
実務レベル会合
出席　荒木徹也、熊谷康夫、雨宮孝子、田中
勇、山野井克典、亀沢直道、山岡義典、山口日
出夫、久須美雅昭

1985 11.1 ・職員1名採用、須藤まき（公法協よりの紹
介）

須藤まき　在職1985.11.1-1995.2.28

1985 11.12 第３回助成財団資料セン
ター設立準備幹事会

日時　１９８５年１１月１２日（火）14：30～17：00
場所　公益法人協会会議室

1985 11.20 林理事長
望月副理事
長

発起人会および第1回理事
会

日時　昭和60年11月20日（水）午後4時～4時40
分
場所　東京都港区六本木　国際文化会館講堂
議題　第1号議案　理事長・副理事長選出の件
　　　　第2号議案　企画委員会規程の件
　　　　第3号議案　企画委員選任の件
　　　　第4号議案　事務局員人事の件
　　　　第5号議案　1985年度事業計画及び事業
予算の件

1985 11.21 仮事務所開設 ・トヨタ財団理事長室内に仮事務所開設 昭和60年11月21日、トヨタ財団の理事長室の一
角を借りて仮事務所を設置し、センター事務所
開設に向けての準備作業を開始した。

1985 11.21 事務局長代理亀沢直道
調査主任雨宮孝子
企画主任久須美雅昭
事務職員須藤まき
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
1985 11.21 ・新宿御苑、四谷の事務所候補地見学の

後、新宿御苑に決定
新事務所の候補地について、交通の便、面積、
借室料等の条件をもとに検討を行い、候補を
四ッ谷、新宿御苑前（現事務所）の2カ所に絞っ
た後、昭和60年11月21日、林理事長、佐藤理
事、荒木、木谷、杉山、高橋、水野、森、山口、
山野井の各企画委員、亀沢事務局長代理により
現地視察を行った上、最終的に新宿御苑前に
決定した。

1985 11.22 三井銀行新宿新都心支店に普通預金口座
を開設

1985 11.26 ・三和銀行新宿支店に融資依頼 三和銀行新宿支店に1,200万円の融資を依頼
し、借入れ契約を行った。この中から借室保証金
等を支払い昭和60年11月28日に借室契約を完
了した。借室は昭和61年1月1日よりとした。

1985 11.26 ・エレメンツビル前住者の間仕切、絨毯のこ
し等の相談

1985 11.27 トヨタ財団より300万円入金
1985 11.28 新宿エレメンツビル契約完了。保証金内金

振り込み。61年1月1日より借用
1985 11.29 コンピュータ寄贈の件につき、ＩＢＭ企業総

務担当高橋理事に、林理事長が面会
（当初事業計画案にはコンピュータは想定されて
おらず、久須美は出向を引き受けるにあたって
独自に資金を調達するから、最初からコンピュー
タ化をはかることを提案し、ＩＢＭと交渉。予備交
渉の後、林理事長を伴い、六本木のＩＢＭ本社に
高橋理事、根本氏らを訪ね、同社からパーソナ
ルコンピュータ購入相当分の寄付金を受けること
になった。）

1985 12.12 三和銀行借入金の手続完了
1985 12.13 三和銀行新宿支店普通預金口座開設
1985 12.18 第1回企画委員会 企画委員長　熊谷康夫、副委員長　荒木徹

也
委員　伊藤道雄、今田忠、杉山岩己、高橋
昂、水野全二、森彬、山口日出夫、山野井
克典
欠席　木谷道宣
オブザーバー　山岡義典
センター事務局　亀沢直道、雨宮孝子、久
須美雅昭、須藤まき

日時　昭和60年12月18日（水）午後3時～5時30
分
場所　トヨタ財団内　助成財団資料センター会議
室
議題　1.　企画委員長の選任について
　　　　2.　会員募集方針について
　　　　3.　資料収集方針について
　　　　4.　広報誌編集方針について
　　　　5.　その他

1985 12.18 ・公益法人協会より354,850円入金
1985 12.20 トヨタ財団より300万円入金
1985 12.23 三和銀行より1,200万円の借入金入金。保証

金残金振り込み

企画委員長　熊谷康夫
（内藤）
副委員長　荒木徹也（岩
谷）
委員　伊藤道雄（ＪＣＩＥ）、
今田忠（日生）、木谷道宣
（心臓）、杉山岩己（車
両）、高橋昂（三菱）、水
野全二（日産）、森彬（公
法協）、山口日出夫（トヨ
タ）、山野井克典（庭野）
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
1985 12.26 電話架設、絨毯クリーニング他清掃
1986 1.16 ・センター職員、日本心臓財団職員、トヨタ

財団職員その他、アルバイトにより新事務所
開設

昭和61年1月16日から18日にかけて、什器・備
品の搬入、掃除、電話等設備の設置など仮事務
所からの移転を行った。

1986 1.16 ・エーザイ（株）、トヨタ財団、トヨタ自動車
（株）より寄贈された什器の搬入

什器・備品については新規購入を極力抑えるこ
ととし、間仕切や絨毯は事務所の前住者からの
引き継ぎにし、さらにエーザイ株式会社、新技術
開発財団、トヨタ財団、トヨタ自動車株式会社、な
どからキャビネット、事務机、書棚などの寄贈を
受けた。

1986 1.16 ・日本アイビーエム（株）より230万円の寄付
金入金

1986 1.17 ・新技術開発財団より寄贈された什器の搬
入

1986 1.17 ・電話等の配置及び購入什器備品の搬入
1986 1.27 車両競技公益資金記念財団より100万円入

金
1986 1.29 財団懇話会38財団へ資料提供依頼状発送 本格的資料収集は第2回理事会において会員

規程が確定した後、会員勧誘と併せて行うことと
し、それ以前の段階として、財団懇話会40団体
を中心に資料提供の依頼を行った。

1986 1.31 トヨタ財団より250万円入金
1986 １月末 ＩＢＭ5560導入 本体１２９万、プリンター４５万。ＨＤ20ＭＢ

漢字データボックス
２月１７日の企画委員会資料がＩＢＭＰＣによる資
料の初出

1986 2.3 提供資料第1号到着
1986 2.3 日経新聞夕刊にセンターの紹介記事 昭和61年1月28日に日本経済新聞社より取材が

あり、2月3日の夕刊にセンターの紹介記事が掲
載された。

1986 2.4 ・給与支払事務所等の開設届出（四谷税務
署）

1986 2.4 ・事業開始等申告書の届出（新宿都税事務
所）

1986 2.17 第2回企画委員会 ・第2回企画委員会 日時　昭和60年2月17日（月）午後3時～6時
場所　助成財団資料センター会議室
議題　1.　昭和60年度事業経過について
　　　　2.　会員規程について
　　　　3.　昭和61年度事業計画（案）について
　　　　4.　昭和61年度収支予算（案）について
　　　　5.　その他

1986 2.17 ・カシオ科学財団より寄贈の備品受入 時計、電卓
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
1986 2.27 第2回理事会 第2回理事会 日時　昭和61年2月27日（木）午後3時～5時

場所　助成財団資料センター会議室
議題　報告事項　昭和60年度事業経過につい
て
　　　　第1号議案　会員規程の件
　　　　第2号議案　昭和61年度事業計画（案）の
件
　　　　第3号議案　昭和61年度収支予算（案）の
件
　　　　第4号議案　その他

1986 2.28 日本生命財団より150万円入金
1986 3.1 第二段階資料収集 第2回理事会において会員規程が確定し、この

後ただちに資料提供依頼状を、入会案内と併せ
て、「日本の助成型財団要覧1985」記載団体を
中心に276団体に発送した。
　1986年3月31日現在の資料提供団体は71団
体となる。
　入会案内は要覧記載の158財団のほか、合計
316団体に発送。

1986 3.7 ＮＨＫラジオ、朝のニュース番組で紹介され
る

3月6日にはＮＨＫのラジオ番組から取材があり、
翌7日の朝のニュース番組にてセンターの設立
について紹介された。

1986 ３月？ トヨタ財団特別助成85-Ｘ-001「助成財団資
料センターの開設準備業務」1000万円

　助成財団資料センターについては、1984年5
月以来22名の財団関係者有志の委員会におい
てその設立可能性の検討が進められてきた。そ
の結果、幅広く会員を募ることにより最小限の運
営は可能との判断を得、1985年11月に29名の財
団関係者が発起人となって任意団体としてス
タートさせた。そして、1986年3月までは開設準
備を行い、同年4月から一般の利用に供すること
とした。　助成財団資料センターは、①助成型財
団等の事業内容に関する文献・資料の収集・閲
覧、②助成型財団等のディレクトリー（要覧）の編
集・出版、③助成活動に関する広報事業（広報
誌の発行）等を主な事業内容とするもので、当面
は任意団体であるが、近い将来法人化をめざし
ている。　今回の助成は、1986年3月末までの開
設準備のためのものである。複数の財団の共同
事業が軌道に乗り、わが国の財団界全体の発展
につながることが期待される。

1986 3.18 雨宮、久須美で信託協会に挨拶。今後の情
報交換について相談
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1986 3.24 広報誌原稿作成開始
1986 3.26 +吉村 新規採用職員、吉村亜希子初出勤
1986 3.30 フジテレビ朝の番組に林理事長が出演し、

センターについて紹介
3月30日にフジテレビの朝の番組に林理事長が
出演し、センターについての紹介を行った。これ
ら（一連の）報道の結果ほぼ1カ月にわたり、全国
各地からの問い合わせが平均して2日に1件程
度の割で持続した。

1986 3.31 ・トヨタ財団より150万円入金
1986 3.31 ・センターパンフレット納品 当初の事業計画には含まれていなかったが、セ

ンターのＰＲに不可欠であることから、定形封筒
で郵送できるパンフレットの制作を行った。

1986 4.1 ・センター開館。電話問い合わせ1件。朝日
新聞記者取材に来館

吉村愛理（亜希子）　在職1986.4.1-1991.12.31

1986 4.1 ・「公益法人」4月号に当センターの紹介記
事

1986 4.5 ・朝日新聞夕刊に当センターの紹介記事
1986 4.11 第3回企画委員会 日時　昭和61年4月11日（金）午後2時～3時30

分
場所　助成財団資料センター会議室
議題　1.広報誌の発行について
　　　　2.その他
　　　　　（１）経過報告
　　　　　（２）会員セミナーの企画について

1986 4.11 開館披露パーティー 参会者約60名
1986 4.15 ・「企業と文化－企業の文化活動」展（於、経

団連会館）にパネル展示。林理事長、同展
示会にて講演

1986 5.12 助成財団創刊号 「助成財団」創刊号2,340部納品
1986 5.15 「助成財団」創刊号1,662部発送
1986 5.16 「助成財団」の継続申込み第1号到着
1986 5.26 センターパンフレット（英文）100部納品
1986 5.27 監査

事務局長代理　亀沢直道
調査主任　雨宮孝子
企画主任　久須美雅昭
事務職員　須藤まき
＋同　吉村愛理
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1986 6.9 トヨタ財団民間助成活動促進プログラム助成

86-Ｍ-001「助成財団資料センターの運営
（1986年度）」1200万円

　1985年11月20日、日本の財団界初の本格的
共同事業として「助成財団資料センター」が発足
した。その主たる目的は、助成、表彰、奨学など
を行う財団法人や公益信託、あるいは社会福祉
法人等の資料を収集し、その活動内容を広く社
会に発表していくことにある。翌年4月1日には図
書室を開館し、資料の閲覧等のサービスを開始
するとともに、季刊広報誌「助成財団」も発刊し
た。このような活動に伴い徐々にセンターの存在
が知られるようになりつつある。本助成はこのよう
な活動に対する運営費一部を補助するものであ
る。

1986 6.19 第4回企画委員会 日時　昭和61年6月19日（木）午後3時～5時20
分
場所　助成財団資料センター会議室
議題　1.昭和60年度収支決算について
　　　　2.広報誌発行計画について
　　　　3.「センター設立一周年記念会員の集い」
について
　　　　4.その他
　　　　　（１）昭和61年度事業経過について
　　　　　（２）センター来館者・来信統計
　　　　　（３）事業報告書、会員名簿の会員宛配
布について
　　　　　（４）会員ニュースの発行について
　　　　　（５）新聞・雑誌等の記事の収集につい
て
　　　　　（６）資料の収集整理について
　　　　　（７）その他
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
1986 6.24 第3回理事会 日時　昭和61年6月24日（火）午後3時～4時45

分
場所　助成財団資料センター会議室
議題　第1号議案　昭和60年度事業報告書、収
支計算書、貸借対照表、承認の件
　　　　第2号議案　広報誌発行計画の件
　　　　第3号議案　「センター設立一周年記念会
員の集い（仮称）の件
　　　　報告及び検討事項
　　　　　1.昭和61年度事業経過
　　　　　2.センター来館・来信統計
　　　　　3.会員ニュースの発行について
　　　　　4.資料の収集整理について
　　　　　5.その他

1986 8.1 助成財団第2号 1,520部納品
1986 8.4 助成財団第2号　751部発送
1986 8.8 第5回企画委員会 日時　昭和61年8月8日（金）午後3時～5時

場所　助成財団資料センター会議室
議題　1.「センター設立一周年記念会員の集い」
について
　　　　2.その他
　　　　　（１）会員ニュースの発行について
　　　　　（２）会員名簿の会員宛配布について
　　　　　（３）「助成財団」の発行計画について
　　　　　（４）センター来館、来信統計
　　　　　（５）「助成型財団要覧－1987年版」の発
行について
　　　　　（６）その他

1986 8.11 日本経済新聞「文化往来」欄に当センター
の紹介記事

1986 8.13 会員ニュースＮｏ．1 発送
1986 9.9 会員ニュースＮｏ．2 発送
1986 10.6 会員ニュースＮｏ．3 発送
1986 10.20 設立一周年記念「会員の集い」案内状発送
1986 10.30 助成財団第3号 1,500部納品
1986 10.31 助成財団第3号　980部発送
1986 11.4 会員ニュースＮｏ．4 発送
1986 11.19 朝日新聞夕刊科学欄に当センターの紹介
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1986 11.21 第6回企画委員会 日時　昭和61年11月21日（金）午後12時30分～

3時
場所　国際文化会館講堂
議題　1.昭和62年度事業計画について
　　　　2.ディレクトリーの編集について
　　　　3.「会員の集い」における企画委員の役割
分担について

1986 11.21 センター設立一周年記念
「会員の集い」

（於、国際文化会館）参加者97名、特別講演
向坊隆氏

挨拶　理事長　林雄二郎
活動報告「資料センター1年のあゆみ」　副理事
長　望月信彰
特別講演「民間助成活動に期待するもの」　東京
大学名誉教授・原子力委員会委員長代理　向
坊隆

1986 12.11 会員ニュースＮｏ．5 発送
1986 12.24 「週間ダイヤモンド」1月3日号に当センター

の記事
1986 12.31 日本経済新聞「文化往来」欄に当センター

の記事
1987 1.1 「グラスルーツＮｏ．24」に当センターの紹介

記事
1987 1.9 会員ニュースＮｏ．6 発送
1987 1.19 「福祉新聞」に当センターの紹介記事
1987 2.3 助成財団第4号 2,300部納品
1987 2.4 助成財団第4号　1,617部発送
1987 2.5 第7回企画委員会 その他として「事務局より６２年度の事務局人

事は、法人化準備のため山口現企画委員が
企画委員を退任し資料センター事務局長
に、亀沢事務局長代理が事務局長代理を退
任し企画委員候補に、また伊藤勝義（トヨタ
財団より）が総務担当となる旨、報告され
た。」

日時　昭和62年2月5日（水）午後3時～5時30分
場所　助成財団センター会議室
議題　1.昭和61年度事業経過及び収支決算見
込みについて
　　　　2.昭和62年度事業計画（案）について
　　　　3.「広報誌の発行」および「ディレクトリーの
編集・発行」について
　　　　4.「法人化準備」について
　　　　5.昭和61年度収支決算見込みおよび昭
和62年度収支予算（案）について
　　　　6.理事・監事・企画委員の選任について
　　　　7.その他

1987 2.6 会員ニュースＮｏ．7 発送



助成財団センターの歴史年表 久須美作成

12/80

年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
1987 3.4 第4回理事会 日時　昭和62年3月4日（火）午後3時～4時30分

場所　助成財団資料センター会議室
議題　報告事項1　昭和61年度事業経過及び収
支決算見込みについて
　　　　報告事項2　会員の移動状況について
　　　　第1号議案　昭和62年度事業計画（案）の
件
　　　　第2号議案　昭和62年度収支予算（案）の
件
　　　　第3号議案　理事・監事選任の件
　　　　第4号議案　企画委員選任の件
　　　　第5号議案　編集委員選任の件
　　　　第6号議案　法人化準備委員選任の件
　　　　第7号議案　その他　1.会員規程の改定
　　　　　　　　　　　　　　　　　2.その他

1987 3.9 会員ニュースＮｏ．8 発送
1987 4.1

1987 4.4 日本工業新聞で当センターの協力のもとに
「活躍する企業財団」の記事連載開始（毎週
土曜日掲載）

1987 4.6 会員ニュースＮｏ．9 発送
1987 4.15 会員募集キャンペーン開始 357団体に入会案内発送
1987 4.17 第1回編集委員会開催 日時　昭和６２年４月１７日（金）15：30～17：30

場所　助成財団資料センター会議室
議題　1.編集委員長の選任について
　　　　2.データベースの制作について
　　　　3.ディレクトリーの制作について
　　　　4.広報誌の発行について
　　　　5.センターＱ＆Ａの発行について
　　　　6.その他

1987 5.8 会員ニュースＮｏ．10 発送
1987 5.14 助成財団Ｎｏ．5 発送

－事務局長代理　亀沢直道
＋事務局長　山口日出夫
＋総務担当　伊藤勝義
　調査主任　雨宮孝子
　企画主任　久須美雅昭
　事務職員　須藤まき
　　　　　同　吉村愛理

編集委員長　雨宮孝子
委員　伊木稔（サントリー
事）
　伊藤道雄（ＪＣＩＥ　ＰＯ）
　木谷道宣（心臓財団）
　山岡義典（トヨタ　ＰＯ）
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
1987 5.25 第1回法人化準備委員会開

催
日時　昭和６２年5月25日（月）13：00～15：00
場所　助成財団資料センター会議室
議題　1.法人化準備委員長の選任
　　　　2.法人化の基本方針について
　　　　3.その他

1987 5.25 昭和62年度第1回企画委員
会

日時　昭和62年5月25日（月）午後3時～5時
場所　助成財団資料センター会議室
議題　1.企画委員長の選任
　　　　2.昭和61年度事業報告および収支決算
報告について
　　　　3.ディレクトリー発行計画・収支予算につ
いて
　　　　4.（2周年記念）会員の集いについて
　　　　5.その他
　　　　　（１）昭和62年度入会キャンペーンの結
果について
　　　　　（２）第1回編集委員会の経過について
　　　　　（３）第1回法人化準備委員会の経過に
ついて
　　　　　（４）その他

1987 6.3 監査
1987 6.5 会員ニュースＮｏ．11 発送
1987 6.17 トヨタ財団民間助成活動促進プログラム助成

87-Ｍ-001「助成財団資料センターの運営
（1987年度）」1200万円

　助成・表彰・奨学などの事業を行う財団法人等
の資料を収集し、その助成活動の内容を広く社
会に公表していくことを目的とする「助成財団資
料センター」は、わが国助成財団界初の本格的
な共同事業として1985(昭和60)年11月に発足
し、翌年4月から資料室を開館、閲覧等のサービ
スを開始するとともに広報誌『助成財団』を年4回
発行してきた。さらに1987(昭和62)年度には、日
本の助成財団に関するディレクトリーの編纂出版
や法人化の準備に活躍してきた。本助成は、同
センターのこのような活動に対する運営費の一
部を補助するものである。

1987 6.19 法人化に関する総理府打診（第１回） センター側　山口、伊藤、雨宮
総理府側　宮林調査官、西山事務官
なぜ、助成財団だけのセンターか。公法協との
関係など

委員長　山口日出夫
委員　雨宮孝子
　今田忠（日生）
　熊谷康夫（内藤）
　山野井克典（庭野）
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1987 6.23 第5回理事会 日時　昭和62年6月23日（火）午後3時～4時40

分
場所　助成財団資料センター会議室
議題　第1号議案　理事長、副理事長選任の件
　　　　第2号議案　昭和61年度事業報告書、収
支計算書、貸借対照表、承認の件
　　　　第3号議案　ディレクトリー発行計画の件
　　　　第4号議案　法人化準備の件
　　　　第5号議案　「昭和62年度会員の集い」の
件
　　　　第6号議案　企画委員選任の件
　　　　報告及び検討事項
　　　　　　1.昭和62年度入会キャンペーンの結
果について
　　　　　　2.その他

1987 6.30 法人化に関する経団連打診（第１回） センター側　山口、伊藤
経団連側　房野夏明常務理事
各業界に対する寄付割り当て表を房野氏が作成
する旨、確約

1987 7.7 会員ニュースＮｏ．12 発送
1987 7.23 第2回編集委員会開催 日時　昭和６２年7月23日（木）10：00～12：00

場所　助成財団資料センター会議室
議題　1.データベースの進行状況について
　　　　2.ディレクトリーの制作について
　　　　3.広報誌・会員ニュースの発行について
　　　　4.その他

1987 8.3 助成財団Ｎｏ．6 発送
1987 8.5 会員ニュースＮｏ．13 発送
1987 8.5 法人化に関する総理府打診（第２回） センター側　山口、伊藤、雨宮

総理府側　浦野事務官、西山事務官
資料持参

1987 8.21 第2回法人化準備委員会開
催

日時　昭和６２年8月21日（金）14：00～16：30
場所　助成財団資料センター会議室
議題　1.経過報告
　　　　2.主務官庁との折衝について
　　　　3.募金計画について
　　　　4.その他

1987 8.22 指定寄付について大蔵省打診（第１回） センター久須美、電話にて大蔵省主税局税制第
一課担当岡田氏に質問。面会を取りつける。
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
1987 8.24 日本工業新聞「トップインタビュー」欄で林理

事長の記事掲載
1987 8.31 朝日新聞「社説」で当センターを紹介
1987 9.1 「グラスルーツＮｏ．29」で当センターを含め

助成財団の特集記事を掲載
1987 9.2 指定寄付について大蔵省打診（第2回） センター側　伊藤、久須美

大蔵側　主税局税制第一課審査係調査主任
岡田豊
資料を持参し説明。

1987 9.7 会員ニュースＮｏ．14 発送
1987 9.8 昭和62年度第2回企画委員

会開催
日時　昭和62年9月8日（火）午後3時～5時30分
場所　助成財団資料センター会議室
議題　1.法人化準備について
　　　　2.ディレクトリー発行計画・収支予算につ
いて
　　　　3.「1987年度会員の集い」について
　　　　5.その他
　　　　　（１）第2回編集委員会の経過について
　　　　　（２）第2回法人化準備委員会の経過に
ついて
　　　　　（３）その他

1987 9.11 法人化に関する総理府打診（第3回） センター側　山口、伊藤
総理府側　島田調査官、浦野事務官、西山事務
官
資料を持参し説明

1987 10.2 指定寄付について大蔵省打診（第3回） センター側　林理事長、山口事務局長、久須美
大蔵側　調査主任岡田豊、事務官佐々木浩
資料を持参し説明。

1987 10.6 会員ニュースＮｏ．15 発送
1987 10.16 第6回理事会 日時　昭和62年10月16日（金）午後3時～5時

場所　助成財団資料センター会議室
議題　第1号議案　ディレクトリー発行の件
　　　　第2号議案　法人化の件
　　　　報告及び検討事項
　　　　　　1.「1987年度会員の集い」について
　　　　　　2.その他

1987 10.27 法人化に関する総理府打診（第4回） センター側　山口+？
総理府側　浦野事務官+？

1987 11.1 日本経済新聞「断面’87」で当センターの記
事を掲載
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
1987 11.1 『リクルートカレッジ・マネジメント』Ｎｏ．27で

当センターを含め企業財団の特集記事を掲
載

1987 11.4 指定寄付について大蔵省打診（第4回） センター側　山口、トヨタ自動車木村専務同行
大蔵側　大臣官房審議官瀧島義光、税制第一
課長杉崎重光
設立趣意書、寄付行為、募金計画、海外の財団
センター等について、活躍する企業財団　など
の資料を持参し説明。後日、相談しましょうという
結論

1987 11.5 助成財団Ｎｏ．7 発送
1987 11.6 会員ニュースＮｏ．16 発送
1987 11.10 指定寄付について大蔵省打診（第5回） センター側　山口+？

大蔵側　後藤課長補佐、岡田、佐々木
具体的計画を

1987 11.11 昭和62年度第3回企画委員
会開催

日時　昭和62年11月11日（水）午後3時～6時
場所　助成財団資料センター会議室
議題　1.第６回理事会議事について
　　　　2.法人化にともなう「会員規程」について
　　　　3.法人化にともなう募金計画について
　　　　4.その他
　　　　　（１）「１９８７年度会員の集い」における役
割分担について
　　　　　（２）その他

1987 11.11 法人化に関する総理府打診（第5回） センター側　山口+？
総理府側　橋本室長ほか

1987 11.19 「助成団体要覧－民
間助成金ガイド-
1988」納品

データベースからの出力
漢字データボックス
ＲＢＡＳＥ－知識計画
第一法規

発行部数４０００部。発売は第一法規出版より定
価３５００円で。

1987 11.20 「1987年度会員の集い」 於、国際文化会館、パネルディスカッション
「外から見た日本の助成財団」、参加者123
名

挨拶　理事長　林雄二郎
祝辞　総理府内閣総理大臣官房管理室長　橋
本哲曙
活動報告「日本の助成団体の現状」　副理事長
望月信彰
パネルディスカッション「外から見た日本の助成
財団」　司会三菱銀行国際財団三谷誠一、パネ
ル：コンラートアデナウアー財団マルクス・ティテ
ン、チバガイギー科学振興財団塩野正春、在日
中国人留学生李廷江
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
1987 11.20 指定寄付について大蔵省打診（第6回） センター側　山口+？

大蔵側　岡田、佐々木
計画提出

1987 11.26 法人化に関する総理府打診（第6回） センター側　山口+？
総理府側　橋本室長ほか

1987 11.27 指定寄付について大蔵省打診（第7回） センター側　山口+？
大蔵側　岡田、佐々木

1987 11.30 福祉新聞に「助成団体要覧」の紹介記事掲
載

1987 11.30 法人化に関する総理府打診（第7回） センター側　山口+？
総理府側　橋本室長ほか

1987 12.3 法人化に関する総理府打診（第8回） センター側　望月、神田、山口（林理事長代理）
総理府側　？

1987 12.5 日本工業新聞に「助成団体要覧」の紹介記
事

1987 12.9 朝日新聞夕刊「科学」欄に「助成団体要覧」
の紹介記事

1987 12.11 会員ニュースＮｏ．17 発送
1987 12.17 第3回編集委員会開催 日時　昭和６２年12月17日（木）13：30～15：30

場所　助成財団資料センター会議室
議題　1.「助成団体要覧」解説編の作成につい
て
　　　　2.その他

1987 12.23 指定寄付について大蔵省打診（第8回） センター側　山口+？
大蔵側　後藤課長補佐

1987 12.23 法人化に関する総理府打診（第9回） センター側　山口+？
総理府側　島田調査官

1988 1.4 サンケイ新聞（大阪版第1面）で当センター
の資料に基づく記事を掲載

1988 1.11 会員ニュースＮｏ．18 発送
1988 1.21 日本経済新聞「婦人」欄で当センターを含め

助成財団の紹介記事を掲載
1988 1.21 法人化に関する総理府打診（第10回） センター側　山口+？

総理府側　橋本室長

1988 1.27 第4回編集委員会開催 日時　昭和63年1月27日（水）15：00～17：00
場所　助成財団資料センター会議室
議題　1.「助成団体要覧1988-解説編」の執筆に
ついて
　　　　2.その他
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
1988 2.1 指定寄付について大蔵省打診（第9回） センター側　山口+？

大蔵側　後藤課長補佐
どのくらい参加？

1988 2.3 昭和62年度第4回企画委員
会開催

日時　昭和63年2月3日（水）午後1時～4時
場所　助成財団資料センター会議室
議題　1.募金活動について
　　　　2.役員候補について
　　　　3.「寄付行為」について
　　　　4.「会員規程」および法人化に伴う会員の
移行について
　　　　5.昭和63,64年度事業計画案・収支予算
案について
　　　　6.その他

1988 2.4 指定寄付について大蔵省打診（第10回） センター側　山口+？
大蔵側　後藤課長補佐

1988 2.6 「週間ダイヤモンド」2月6日号で当センター
を含め企業財団の特集を掲載

1988 2.8 指定寄付について大蔵省打診（第11回） センター側　山口、久須美
大蔵側　後藤、岡田、佐々木

1988 2.10 助成財団Ｎｏ．8 発送 11月に完成した助成団体データベースを募集案
内の作成に活用

1988 2.10 会員ニュースＮｏ．19 発送
1988 2.15 第7回理事会 日時　昭和63年2月15日（月）午後1時30分～2

時30分
場所　助成財団資料センター会議室
議題　報告事項　法人化準備経過
　　　　第1号議案　昭和62年度事業経過および
収支決算見込みの件
　　　　第2号議案　財団法人助成財団資料セン
ターの設立および助成財団資料センター（任意
団体）の解散の件
　　　　第3号議案　助成財団資料センターの財
産引継承認の件
　　　　第4号議案　その他

1988 2.15 財団法人助成財団資料セ
ンター設立発起人会開催

1988 2.29 財団法人設立許可申請書を総理府に提出
1988 3.8 会員ニュースＮｏ．20 発送
1988 3.28 「助成団体要覧－民

間助成金ガイド-
1988」解説編印刷

７００部。定価５００円で実費頒布
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
1988 4.1 豊田英二理

事長
総理府より「財団法人助成財団資料セン
ター」として設立許可

1988 4.11 第１回理事会 日時　昭和63年4月11日（月）午後3時～3時50
分
場所　経団連会館会議室
主な議題
　　　　・評議員選任
　　　　・寄附行為及び昭和63年度事業計画・収
支予算
　　　　・昭和63年度募金計画

1988 4.11 第１回評議員会 日時　昭和63年4月11日（月）午後3時～3時50
分
場所　経団連会館会議室
主な議題
　　　　・寄附行為及び昭和63年度事業計画・収
支予算
　　　　・基本財産運用方法

1988 4.26 「日本の助成団体の
現状－助成団体要
覧1988解説編－」発
行

1988 5.10 国際交流助成・海外助成に関するアンケー
ト調査（該当団体宛）発送

1988 5.12 助成財団Ｎｏ．9発行 本号より有料化
1988 5.13 会員ニュースＮｏ．21 発送
1988 5.16 福祉新聞に「日本の助成団体の現状」の記

事掲載
1988 5.16 朝日新聞夕刊科学欄に「日本の助成団体の

現状」の内容紹介、および同書のデータによ
る助成財団についての記事掲載

1988 5.31 企画委員会（昭和６３年度
第１回）

日時　昭和63年5月31日（火）午後2時～5時
場所　（財）助成財団資料センター会議室
主な議題
　　　　・企画委員長の選任、企画委員会の役割
および年間開催予定
　　　　・昭和63年度募金計画
　　　　・「助成財団」の企画・編集

1988 6.1 雑誌「宝石」に財団の関係記事掲載

事務局長　山口日出夫
総務主任　伊藤勝義
企画主任　久須美雅昭
事務局職員　須藤まき
　　　同　　　　吉村愛理
客員研究員　雨宮孝子
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
1988 6.7 指定寄附について大蔵省と事務折衝 センター　久須美

大蔵省　佐々木
「特定基本財産」を設定することで、過剰な監視
体制を組まなくてもよくすることで合意

1988 6.8 会員ニュースＮｏ．22 発送
1988 6.9 寄附行為変更の主旨について総理府説明 センター　久須美

総理府　西山
特定基本財産のアイディアを中曽根平和基金の
設立にも流用したいとのこと

1988 6.16-17 中国基金会訪日団による、日本の助成財団
の概要ヒアリング調査（於：当センター会議
室）

1988 6.23 「中国基金会の現状」セミナー開催 当センターの協力による。於：中国大使館
1988 7.7 会員ニュースＮｏ．23 発送
1988 7.25 助成財団Ｎｏ．10発

行
レポートとして「主要財団による国際交流助成・
海外助成の現状」を紹介

1988 7.27 企画委員会（第2回） 日時　昭和63年7月27日（水）午後3時～5時20
分
場所　（財）助成財団資料センター会議室
主な議題
　　　　・寄附行為の変更
　　　　・会計処理規則
　　　　・「1988年度　会員の集い」

1988 7.27 編集委員会（昭和６３年度
第１回）

1988 8.5 会員ニュースＮｏ．24 発送
1988 8.9 第２回理事会 日時　昭和63年8月9日（火）午後2時30分～3時

30分
場所　（財）助成財団資料センター会議室
主な議題
　　　　・募金活動
　　　　・寄附行為の変更

1988 8.9 第２回評議員会 日時　昭和63年8月9日（火）午後4時～5時
場所　（財）助成財団資料センター会議室
主な議題
　　　　・募金活動
　　　　・寄附行為の変更

1988 8.11 総理府へ寄附行為一部変更認可の申請書
提出

1988 8.17 東京都へ募金許可申請書提出
1988 8.24 総理府より「助成型公益法人現況調査」を受

託
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
1988 8.29 助成団体データベース更新アンケート発送
1988 9.1 企画委員会（第3回） 日時　昭和63年9月1日（木）午後3時～5時45分

場所　（財）助成財団資料センター会議室
主な議題
　　　　・募金活動状況
　　　　・「1988年度　会員の集い」

1988 9.6 東京都より募金の許可
1988 9.12 会員ニュースＮｏ．25 発送
1988 9.19 総理府より寄附行為一部変更の認可
1988 9.20 大蔵省へ指定寄附申請書提出
1988 9.30 総理府委託調査第１回委員

会
1988 10.6 総理府よりの電話連絡 総理府西山氏から電話。久須美受け。

「総理府は財団法人助成財団資料センターの
「助成活動情報整備基金」に係る寄附行為の変
更の認可を行う場合にあたって、あらかじめ大蔵
省と協議する。」その旨の念書を総理府下の参
事官より税制一課長宛に提出するとのこと

1988 10.7 会員ニュースＮｏ．26 発送
1988 10.13 総理府委託調査第２回委員

会

1988 10.18 企画委員会（第4回） 日時　昭和63年10月18日（木）午後3時～5時30
分
場所　（財）助成財団資料センター会議室
主な議題
　　　　・昭和64年度事業計画
　　　　・センター事務局体制

1988 10.18 「助成活動情報整備基金」について、大蔵
省から指定寄付金の指定（１０．１８官報告
示）

1988 10.18 募金活動開始
1988 10.25 助成財団Ｎｏ．11発

行
1988 11.1 神田専務理事就任

1988 11.2 宮林事業部長就任 宮林廣　在職1988.11.1-1995.3.31

1988 11.2 読売新聞にセンターの記事掲載
1988 11.7 会員ニュースＮｏ．27 発送
1988 11.15 総理府委託調査第３回委員

会

+事業部長　宮林廣

＋専務理事　神田博
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
1988 11.18 １９８８年度会員の集い 経団連会館1001会議室 挨拶　理事長　豊田英二

　　　　総理府内閣総理大臣官房管理室長　文
田
報告「センターの活動について」　山口事務局長
パネルディスカッション「国際化時代の財団活
動」　座長　岡村恒夫

1988 12.1 編集委員会（第2回） 日時　昭和63年12月1日（火）午後1時30分～3
時
場所　（財）助成財団資料センター会議室
主な議題
　　　　・「助成財団」の編集方針
　　　　・助成財団データベース英訳プロジェクト

1988 12.8 総理府委託調査委員会幹
事会

1988 12.8 会員ニュースＮｏ．28 発送
1988 12.13 国際科学技術財団より調査研究受託
1988 12.19 総理府委託調査第４回委員

会
1989 1.11 会員ニュースＮｏ．29 発送
1989 1.17 総理府委託調査第５回委員

会

1989 1.17 国際科学技術財団の受託研究　第１回報告
書提出

1989 1.31 企画委員会（第5回） 日時　平成元年1月31日（火）午後3時～6時
場所　（財）助成財団資料センター会議室
主な議題
　　　　・平成元年度事業計画及び収支予算案
骨子
　　　　・募金活動状況

1989 2.1 総理府委託調査委員会
ワーキング･グループ

1989 2.7 総理府委託調査第６回委員
1989 2.7 助成財団Ｎｏ．12発

行
1989 2.10 会員ニュースＮｏ．30 発送
1989 3.4 総理府委託調査委員会

ワーキング･グループ



助成財団センターの歴史年表 久須美作成

23/80

年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
1989 3.13 第３回理事会 日時　平成元年3月13日（月）午後3時～4時15

分
場所　経団連会館　会議室
主な議題
　　　　・昭和63年度収支決算見込み
　　　　・平成元年度事業計画（案）及び収支予
算（案）
　　　　・評議員、企画委員選任

1989 3.13 第３回評議員会 日時　平成元年3月13日（月）午後4時15分～5
時30分
場所　経団連会館　会議室
主な議題
　　　　・昭和63年度収支決算見込み
　　　　・平成元年度事業計画（案）及び収支予
算（案）
　　　　・理事・監事、企画委員選任

1989 3.16 会員ニュースＮｏ．31 発送
1989 3.17 総理府委託調査第７回委員

会
大阪市

1989 3.30 総理府委託調査委員会
ワーキング･グループ

1989 3.31 国際科学技術財団の受託研究　第２回報告
書提出

1989 4.1 第4回理事会 日時　平成元年4月1日（土）午前10時～10時50
分
場所　財団法人助成財団資料センター　会議室
主な議題
　　　　・理事長および専務理事の選任

1989 4.27 助成財団Ｎｏ．13発
行

1989 5.1 平成元年度事業計画及び予算を総理府に
提出

1989 5.10 会員ニュースＮｏ．32 4.5月合併発送
1989 5.26 共同通信取材：科学技術関係の助成につい

て
1989 6.3 センター会計監査
1989 6.8 会員ニュースＮｏ．33 発送

－企画主任　久須美雅昭

豊田理事長、神田専務理
事再任
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
1989 6.13 企画委員会（第1回） 日時　平成元年6月13日（火）午後3時～5時

場所　財団法人助成財団資料センター　会議室
主な議題
　　　　・企画委員長及び編集委員の選任、企画
委員会年間開催予定
　　　　・昭和63年度事業計画及び収支決算の
検討
　　　　・「助成財団」及び「1990年版ディレクト
リー」の企画・編集
　　　　・「1989年度　会員の集い」企画

1989 6.29 第5回理事会 日時　平成元年6月29日（木）午後4時～4時30
分
場所　経団連会館　会議室
主な議題
　　　　・昭和63年度事業報告並びに収支計算
書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財
産目録等の承認

1989 6.29 第4回評議員会 日時　平成元年6月29日（木）午後3時30分～4
時
場所　経団連会館　会議室
主な議題
　　　　・昭和63年度事業報告並びに収支計算
書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財
産目録等の承認

1989 6.30 編集委員会（第1回） 日時　平成元年6月30日（火）午後3時～5時
場所　財団法人助成財団資料センター　会議室
主な議題
　　　　・編集委員長の選任
　　　　・「助成財団」の編集方針の検討
　　　　・「助成団体要覧」の作成・刊行日程の確
認

1989 7.1 平成元年度総理府調査受託 総理府から、前年度に引き続き「助成型公益法
人の現況に関する調査研究」を受託し、学識者
及び財団関係者からなる調査研究委員会を設
け、ヒアリング、アンケート調査など研究を行い、
報告書を作成、提出した。

1989 7.5 平成元年度第1回総理府委
託調査委員会

1989 7.12 会員ニュースＮｏ．34 発送 「会員の集い」分科会希望テーマ・アンケート
1989 7.19 国際科学技術財団の受託研究　第３回報告

書提出
1989 7.24 ディレクトリー更新依頼アンケート発送 530財団（最終有効回答355財団）
1989 7.25 助成財団Ｎｏ．14発

行
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
1989 8.2 オーストラリア「アジア教育審議会」フィッツ

ジェラルド会長他1名来訪：わが国助成財団
の現状について

1989 8.7 平成元年度第2回総理府委
託調査委員会

1989 8.18 平成元年度年報-第
1期」発行

1989 8.18 会員ニュースＮｏ．35 発送
1989 8.20 指定寄付金期間変更許可：東京都
1989 9.7 企画委員会（第2回） 日時　平成元年9月7日（木）午後3時～5時

場所　財団法人内藤記念科学振興財団　会議
室
主な議題
　　　　・「1989年度　会員の集い」実行計画
　　　　・募金活動状況の報告

1989 9.14 会員ニュースＮｏ．36
1989 9.18 平成元年度第3回総理府委

託調査委員会
1989 9.22 指定寄付金の期間延長申請書大蔵省に提

出
1989 10.3 編集委員会（第2回） 日時　平成元年10月3日（火）午後3時～5時

場所　財団法人助成財団資料センター　会議室
主な議題
　　　　・「助成財団」の発行方針の検討
　　　　・「助成団体要覧」の編集経過報告及び
「日本の助成団体の現状」の作成方針の検討
　　　　・英文「助成団体要覧」作成に関する検討

1989 10.9 科学技術財団からの受託調査完了
1989 10.12 会員ニュースＮｏ．37
1989 10.16 企画委員会（第3回） 日時　平成元年10月16日（木）午後3時～5時

場所　財団法人助成財団資料センター　会議室
主な議題
　　　　・平成元年度決算見込及び平成2年度収
支・事業計画方針の検討
　　　　・「1989年度　会員の集い」の実行計画
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
1989 10.20 「助成活動情報整備基金」の募金期間1年

延長について、大蔵省から認可（１０．２０官
報告示）

「当センターの基金のうち、経済界に寄附を依頼
した分は指定寄附として認可され、募金を実施し
てきた。平成元年3月末には9団体、208社より1
億440万円の寄付があった。しかし1年間の募金
期間では目標額に対して著しく不足が予想され
たので、さらに1年間の期限延長を大蔵省に依
頼し認可された（期限平成2年10月2日）。その結
果平成2年3月末には累計して18団体、288社よ
り2億498万6千円の寄付があり、目標の2億5千
万円に対して82％となった。」（1989年報より）
「当期は6財団より1,070万円の寄付があり、会員
財団からの寄附は累計63財団より2億9,260万円
となった。」（同前）

1989 10.25 助成財団Ｎｏ．15発
行

1989 11.6 平成元年度第4回総理府委
託調査委員会

1989 11.10 会員ニュースＮｏ．38
1989 11.20 「1989年度会員の集い」 参加者１５０名

分科会Ａ　研究助成
　　　　Ｂ　事業・活動助成
　　　　Ｃ　財団運営
全体会　助成財団の現状、センターの活動状況
の報告及び分科会討論概要の報告

1989 11.30 「助成団体要覧１９９
０」発行

1989 12.4 中国自然科学基金委員会代表団来訪
1989 12.6-7 日中助成財団セミナーに協力
1989 12.14 会員ニュースＮｏ．39
1989 12.19 企画委員会（第4回） 日時　平成元年12月19日（火）午後3時～5時

場所　財団法人内藤記念科学振興財団　会議
室
主な議題
　　　　・平成2年度事業計画及び収支予算案骨
子の作成
　　　　・「1989年度　会員の集い」の反省

1989 12.20 平成元年度第5回総理府委
託調査委員会

1990 1.12 学術情報センターのデータベースへの助成
財団データの提供依頼

1990 1.19 会員ニュースＮｏ．40
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
1990 1.25 助成財団Ｎｏ．16発

行
1990 1.26 日本経済新聞社（科学部）取材　日米の助

成財団
1990 2.6 企画委員会（第5回） 日時　平成2年2月6日（火）午後3時～5時50分

場所　財団法人助成財団資料センター　会議室
主な議題
　　　　・平成元年度決算見込の検討
　　　　・平成2年度収支予算案の立案
　　　　・平成2年度事業計画案の立案

1990 2.15 会員ニュースＮｏ．41
1990 2.19 第１回セミナー小委員会
1990 2.19 平成元年度第6回総理府委

託調査委員会
1990 2.28 編集委員会（第3回）
1990 3.16 第6回理事会 日時　平成2年3月16日（金）午後4時30分～5時

場所　経団連会館　会議室
主な議題
　　　　・平成2年度事業計画（案）及び収支予算
（案）の承認

1990 3.16 第5回評議員会 日時　平成2年3月16日（金）午後4時～4時30分
場所　経団連会館　会議室
主な議題
　　　　・平成2年度事業計画（案）及び収支予算
（案）の承認

1990 3.30 「日本の助成団体の
現状」90年版発行

1990 3.27 アジア太平洋地区成人教育協議会会長ほ
か来訪

1990 4.2 センター平成2年度事業計画、収支予算総
理府へ届出

1990 4.3 会員ニュースＮｏ．42 3,4月合併。発行
1990 4.16 助成財団Ｎｏ．17発

行
1990 5.10 会員ニュースＮｏ．43
1990 5.17 第1回助成財団セミナー ［初任者向け］
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
1990 5.22 企画委員会（第1回） 日時　平成2年5月22日

場所　助成財団資料センター　会議室
議題
　　　　1　平成元年度事業報告および収支決算
案
　　　　2　センターの中長期的運営と資金につい
て

1990 6.4 会計監査
1990 6.12 会員ニュースＮｏ．44
1990 6.14 第2回助成財団セミナー ［人文・社会系研究助成の意義と方法］
1990 6.22 第7回理事会 日時　平成2年6月22日

場所　経団連会館　会議室
議題
　　　　議案1　平成元年度事業報告および決算
報告
　　　　議案2　助成財団資料センターの運営に
ついて
　　　　報告　　会員の集い案ほか

1990 6.22 第6回評議員会 日時　平成2年6月22日
場所　経団連会館　会議室
議題
　　　　議案1　平成元年度事業報告および決算
報告
　　　　議案2　助成財団資料センターの運営に
ついて
　　　　報告　　会員の集い案ほか

1990 6.29 平成元年度事業報告、決算　総理府提出
1990 7.2 助成財団Ｎｏ．18発

行
1990 7.11 会員ニュースＮｏ．45
1990 7.12 第3回助成財団セミナー ［自然科学系の研究助成評価とプログラムの

改定］
1990 8.2 助成団体入力データ更新依頼（630団体）
1990 8.9 会員ニュースＮｏ．46
1990 9.10 第2期（平成元年度）

「年報」発行
1990 9.12 企画委員会（第2回） 日時　平成2年9月12日

場所　助成財団資料センター　会議室
議題
　　　　1　1990会員の集い計画案
　　　　2　データベースの運用
　　　　3　センターの運営資金造成計画案
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
1990 9.12 編集委員会（第1回） 日時　平成2年9月12日

場所　助成財団資料センター　会議室
議題
　　　　1　データ更新アンケート調査の経過
　　　　2　「助成財団」の編集方針
　　　　3　データベースの運用

1990 9.13 第4回助成財団セミナー ［国際交流・海外協力助成をいかに進める
か］

1990 9.13 会員ニュースＮｏ．47
1990 10.1 総理府より平成2年度調査研究を受託
1990 10.2 助成財団Ｎｏ．19発

行
1990 10.8 第1回総理府調査研究委員

会
日時　平成2年10月8日
場所　助成財団資料センター　会議室
議題
　　　　1　調査研究方針
　　　　2　アンケート調査実施計画

1990 10.11 第5回助成財団セミナー ［社会福祉・地域活動助成］
1990 10.22 会員ニュースＮｏ．48
1990 10.19-30 日本民間助成財団訪中を協賛
1990 11.8 会員財団に支援要請（133財団）
1990 11.13 会員ニュースＮｏ．49
1990 11.21 「1990年度会員の集い」開

催
パネルディスカッション「助成ニーズの把握と対
応」

1990 11.26 第2回総理府調査研究委員
会

日時　平成2年11月26日
場所　助成財団資料センター　会議室
議題
　　　　1　「わが国の福祉政策と市民活動の役
割」日本社会福祉事業大学　京極高宣氏よりレ
クチャー
　　　　2　受益者アンケート調査の回答
　　　　3　財団アンケート調査案

1990 12.4 台湾政府財団担当者訪日団（4名）来訪
1990 12.4 -浅田孝理事 浅田孝理事逝去
1990 12.10 会員ニュースＮｏ．50
1990 12.19 第6回助成財団セミナー ［芸術文化活動助成］
1991 1.10 助成財団Ｎｏ．20発
1991 1.23 総理府定期立入り検査
1991 1.24 総理府調査研究委員会関

係座談会
「民間福祉助成事業の実情と課題」
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
1991 1.24 第3回総理府調査研究委員

会
日時　平成3年1月24日
場所　助成財団資料センター　会議室
議題
　　　　1　受益者、財団関係者アンケート調査集
計
　　　　2　調査研究報告書の構成

1991 1.29 会員ニュースＮｏ．51
1991 1.30 韓国と日本の財団活動に関

する懇談会
センター会議室にて
韓国側鄭教授ほか2名　日本側11財団13人

1991 2.7 企画委員会（第3回） 日時　平成3年2月7日
場所　助成財団資料センター　会議室
議題
　　　　1　来年度事業計画、予算等

1991 2.7 編集委員会（第2回） 日時　平成3年2月7日
場所　助成財団資料センター　会議室
議題
　　　　1　「助成団体要覧-1992」発行計画
　　　　2　英文「日本の助成団体の概要」作成計
画

1991 2.14 第7回助成財団セミナー [奨学、若手奨励助成］
1991 2.26 国際科学技術財団より調査研究受託［海外

における奨学、研究助成について］
1991 3.5 第4回総理府調査研究委員

会
日時　平成3年3月5日
場所　助成財団資料センター　会議室
議題
　　　　1　調査研究の総括
　　　　2　調査研究報告書の作成

1991 3.11 会員ニュースＮｏ．52 2，3月号
1991 3.19 第8回理事会 日時　平成3年3月19日

場所　経団連会館　会議室
議題
　　　　報告　　平成2年度事業経過報告および
決算見込み
　　　　議案1　平成3年度事業計画および収支
予算
　　　　議案2　評議員、企画委員選任

1991 3.19 第7回評議員会 日時　平成3年3月19日
場所　経団連会館　会議室
議題
　　　　報告　　平成2年度事業経過報告および
決算見込み
　　　　議案1　平成3年度事業計画および収支
予算
　　　　議案2　理事･監事、企画委員選任
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
1991 3.31

1991 4.1 第9回理事会 日時　平成3年4月1日
場所　助成財団資料センター
議題
　　　　議案1　理事長選任の件
　　　　議案2　専務理事選任の件

1991 4.1 助成財団Ｎｏ．21発
行

1991 4.1 甲野恵子　在職1991.4.1-1995.7.31

1991 4.16 企画委員長
今田忠

企画委員会（第1回） 日時　平成3年4月16日
場所　助成財団資料センター
議題
　　　　1　企画委員長の選任　今田忠氏
　　　　2　1990年度事業報告および決算報告
　　　　3　1991年度事業実施計画
　　　　4　顧問、常任委員会の設置等

1991 4.19 会員ニュース4月号
発行

1991 4.25 理事変更届け総理府提出
1991 5.8 1991年度和文パンフ

レット発行
2000部

1991 5.16 平成2年度事業、収支決算案監査
1991 5.20 第1回セミナー検討委員会 日時　平成3年5月20日

場所　助成財団資料センター
議題
　　　　1　本年度セミナー実施計画
　　　　2　会員の集い（含公開シンポ）開催案
　　　　3　日中セミナー企画

1991 5.23 会員ニュース5月号
発行

1991 5.24 編集委員長
山岡義典

編集委員会（第1回） 日時　平成3年5月24日
場所　助成財団資料センター
議題
　　　　1　編集委員長の選任　山岡義典氏
　　　　2　本年度刊行物（要覧、現状、英文要
覧、助成財団等）
　　　　3　調査研究資料の作成

1991 6.5 第1回助成財団セミナー 「助成財団の管理と運営（初任者研修）」 33人出席

－豊田英二理事長

＋高橋壽常理事長
神田博専務理事

-事務局長 山口日出夫
 事務局長 宮林廣
+職員 甲野恵子
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
1991 6.14 会員ニュース6月号

発行
1991 6.19 第10回理事会 日時　平成3年6月19日

場所　経団連会館
議題
　　　　報告　　1991年度事業実施計画
　　　　議案　　1990年度事業報告および決算報
告
　　　　提案1　顧問の設置　了承（豊田英二前理
事長就任）
　　　　提案2　セミナー検討委員会の開催　了承

1991 6.19 第8回評議員会 日時　平成3年6月19日
場所　経団連会館
議題
　　　　報告　　1991年度事業実施計画
　　　　議案　　1990年度事業報告および決算報
告
　　　　提案1　顧問の設置　了承（豊田英二前理
事長就任）
　　　　提案2　セミナー検討委員会の開催　了承

1991 6.20 日本経済新聞編集局文化部「模索する財
団」取材

1991 7.1 助成財団Ｎｏ．22発
行

1991 7.12 会員ニュース7月号
発行

1991 7.12 英文「日本の助成団体の概要」に掲載可否
のアンケート

1991 7.25 タフトとの英文「日本の助成団体の概要」出
版契約
タフト発行の英文「日本の助成団体の概要」
掲載可否のアンケート

1991 7.26 「助成団体概要に関する調査」（データベー
ス更新アンケート：発送500　回答300）

1991 8.6 第2回セミナー検討委員会 日時　平成3年8月6日
場所　助成財団資料センター
議題
　　　　1　日中セミナーの開催
　　　　2　会員の集いおよび公開シンポ「フィラン
ソロピーの意義と役割」開催
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1991 8.6 第1回日中セミナー実行委

員会
日時　平成3年8月6日
場所　助成財団資料センター
議題
　　　　1　委員長の選任　三谷誠一理事、委員会
の構成・運営等
　　　　2　中国国家自然科学基金委員会訪日団
日程
　　　　3　日中セミナー企画
　　　　4　資金計画（9/4　23団体に募金依頼）

1991 8.23 1991年度年報発行
1991 8.23 会員ニュース8月号

発行
1991 9.2 米国財団評議会　ロバート・オブライエン氏
1991 9.12 第2回助成財団セミナー 「助成財団の資金運用と予算のたてかた」 30人出席
1991 9.26 第3回セミナー検討委員会 日時　平成3年9月26日

場所　助成財団資料センター
議題
　　　　1　会員の集い、公開シンポの運営
　　　　2　日中セミナーの運営

1991 9.26 編集委員会（第2回） 日時　平成3年9月26日
場所　助成財団資料センター
議題
　　　　1　助成団体要覧、助成団体の現状、英文
要覧の作成
　　　　2　「助成財団」の編集

1991 9.26 日中セミナー実行委員会幹
事会

1991 9.27 会員ニュース9月号
発行

1991 10.1 助成財団Ｎｏ．23発
行

1991 10.17 会員ニュース10月号
発行

会員の集い、公開シンポジウム案内状発送
会員184　メセナ協議会136　マスコミ39ほか
計372

1991 10.24 企画委員会（第2回） 日時　平成3年10月24日
場所　助成財団資料センター
議題
　　　　1　会員の集い、公開シンポ、日中セミ
ナーの運営
　　　　2　助成団体要覧、英文要覧等各種刊行
物発刊予定
　　　　3　来年度事業方針等



助成財団センターの歴史年表 久須美作成

34/80

年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
1991 10.24 第2回日中セミナー実行委

員会
日時　平成3年10月24日
場所　助成財団資料センター
議題
　　　　1　中国訪日団の受入れ体制
　　　　2　セミナーの運営

1991 11.5 「週刊東洋経済」取材　最近の助成財団の
動向

1991 11.13 日中セミナー実行委員会幹
事会

1991 11.14 会員ニュース11月号
発行

1991 11.20 「1991年度会員の集い」と
「公開シンポジウム-フィラン
ソロピーの意義と役割」開催

150人出席

1991 11.21 日中助成財団セミナー 第3回目
1991 11.22 日中助成財団懇談会
1991 11.27 日中科学技術協会副会長　沈暁丹氏来訪
1991 12.4 企画委員会（第3回） 日時　平成3年12月4日

場所　助成財団資料センター
議題
　　　　1　来年度事業方針
　　　　　　　継続事業、新規事業

1991 12.16 会員ニュース12月号
発行

1991 12.20 「助成団体要覧1992
年版」発行

1991 12.25 情報処理検討会議
1991 12.31
1992 1.6 助成財団Ｎｏ．24発

行
1992 1.13 第1回国際交流準備委員会
1992 1.14 第3回日中セミナー実行委

員会
日時　平成4年1月14日
場所　助成財団資料センター
議題
　　　　1　中国訪日団に関する総括、決算、記録
作成
　　　　2　今後の日中セミナーの運営

1992 1.14 第4回セミナー検討委員会 日時　平成4年1月14日
場所　助成財団資料センター
議題
　　　　1　1991年度セミナーの実施状況
　　　　2　1992年度セミナーの開催方針

1992 1.20 会員ニュース1月号
発行

－吉村愛理
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
1992 1.22 第4回助成財団セミナー 「各種助成プログラムの作成、改訂等」 42人出席
1992 2.14 会員ニュース2月号

発行
1992 2.25 企画委員会（第4回） 日時　平成4年2月25日

場所　助成財団資料センター
議題
　　　　1　1991年度事業実施状況および収支決
算見込
　　　　2　1992年度事業計画および収支予算
　　　　3　センターの組織および事務体制

1992 3.11 第11回理事会 日時　平成4年3月11日
場所　経団連会館
議題
　　　　報告　　1991年度事業実施状況および収
支決算見込
　　　　議案1　1992年度事業計画および収支予
算
　　　　議案2　常任委員会の設置
　　　　提案　　国際交流委員会、情報処理検討
委員会の開催　了承

1992 3.11 第9回評議員会 日時　平成4年3月11日
場所　経団連会館
議題
　　　　報告　　1991年度事業実施状況および収
支決算見込
　　　　議案1　1992年度事業計画および収支予
算
　　　　議案2　常任委員会の設置
　　　　提案　　国際交流委員会、情報処理検討
委員会の開催　了承

1992 3.12 事務機器類（パソコン、プリンター等）整備、
事務室模様替え

1992 3.13 第5回助成財団セミナー 「表彰褒賞プログラムの作成と実施」 30人出席
1992 3.26 会員ニュース3月号

発行
1992 3.31 国際科学技術財団へ委託調査研究報告書 「わが国の国際交流と助成事業の現状」
1992 3.31 「日本の助成団体の

現状」発行
1200部　1000円

1992 3.31 DIRECTORY OF
GRANT-MAKING
FOUNDATIONS IN
JAPAN」発行

500部

1992 4.1 助成財団Ｎｏ．25発
行
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
1992 4.1 湯瀬秀行　在職1991.4.1-

茂木由美子　在職1992.4.1-1993.12.31

1992 4.8 企画委員会（第1回）
1992 4.8 国際交流委員会 企画委員会と合同 日時　平成４年4月8日

場所　助成財団資料センター会議室
議題　1　１９９２年度新規事業（国際交流計画）

1992 4.16 会員ニュース4月号
発行

1992 4.23 第1回フィランソロピー研究
1992 5.8 国際科学技術財団委託調査報告書提出
1992 5.13 第1回助成財団セミナー
1992 5.19 DIRECTORY OF

GRANT-MAKING
FOUNDATIONS IN
JAPAN」発行

1992 5.22 編集委員会（第1回） 日時　平成４年5月22日
場所　助成財団資料センター会議室
議題　1　本年度「助成財団」の編集方針
　　　　2　本年度「データベース」のアンケート
　　　　3　財団事務局職員調査

1992 5.22 会員ニュース5月号
発行

1992 5.28 第2回フィランソロピー研究
会

1992 5.29 企画委員会（第2回） 日時　平成４年5月29日
場所　助成財団資料センター会議室
議題　1　1991年度事業報告および収支決算案
　　　　2　各種委員会の開催要領および委員候
補者名簿
　　　　3　「助成財団」の隔月発行および有料記
事、広告の掲載
　　　　4　助成財団事務職員調査
　　　　5　公開シンポジウムおよび助成財団セミ
ナー計画
　　　　6　日中セミナーおよびボランタス主催国
際シンポジウム

1992 5.29 セミナー検討委員会 企画委員会と合同 日時　平成４年5月29日
場所　助成財団資料センター会議室
議題　1　1992年度会員の集いおよび公開シン
ポジウム
　　　　2　1992年度助成財団セミナー実行計画

＋職員　湯瀬秀行
＋職員　茂木由美子
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
1992 5.29 国際交流委員会 企画委員会と合同 日時　平成４年5月29日

場所　助成財団資料センター会議室
議題　1　日中セミナーおよびボランタス主催国
際シンポジウム

1992 6.12 第12回理事会 日時　平成4年6月12日
場所　経団連会館
議題
　　　　報告　　1992年度事業実施計画
　　　　議案　　1991年度事業報告および決算報
告
　　　　提案1　常任委員会委員５人委嘱
　　　　提案2　編集委員会、セミナー検討委員
会、国際交流委員会、情報処理検討会議の各
委員依頼
　　　　提案3　国際交流計画

1992 6.12 第10回評議員会 日時　平成4年6月12日
場所　経団連会館
議題
　　　　報告　　1992年度事業実施計画
　　　　議案　　1991年度事業報告および決算報
告
　　　　提案1　常任委員会委員５人委嘱
　　　　提案2　編集委員会、セミナー検討委員
会、国際交流委員会、情報処理検討会議の各
委員依頼
　　　　提案3　国際交流計画

1992 6.19 会員ニュース6月号
発行

1992 6.25 第3回フィランソロピー研究
1992 7.1 助成財団Ｎｏ．26発

行
1992 7.10 第2回助成財団セミナー
1992 7.13 会員ニュース7月号

発行
1992 7.13 会員財団職員アンケート調査
1992 7.23 第1回常任委員会 日時　平成４年７月２３日

場所　助成財団資料センター会議室
議題　1　次期役員人事
　　　　2　センター運営の長期的見通し
　　　　3　日中セミナー、ボランタス主催財団国
際シンポジウム

1992 7.23 第4回フィランソロピー研究
1992 7.30 「助成団体データベース」更新アンケート発

送

常任委員長
神田博
委員三谷誠一、望月信
彰、山口日出夫、吉川藤
一
国際交流委員長三谷誠
一
委員浅村裕、雨森孝悦、
今田忠、勝田哲司、牧田
東一
情報処理検討委員
熊谷、久須美
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
1992 8.7 第4期年報発行
1992 8.12 会員ニュース8月号

発行
1992 9.3 第1回日中セミナー実行委

員会
日時　平成４年9月3日
場所　助成財団資料センター会議室
議題　1　訪中団の構成・運営等
　　　　2　訪中団日程、訪問先
　　　　3　日中セミナー企画

1992 9.17 第2回常任委員会 日時　平成４年9月17日
場所　助成財団資料センター会議室
議題　1　次期役員人事
　　　　2　企画委員の選任

1992 9.18 第3回助成財団セミナー 大阪で開催
1992 9.18 会員ニュース9月号

発行
1992 9.24 第5回フィランソロピー研究

会

1992 9.25 第2回日中セミナー実行委
員会

日時　平成４年9月25日
場所　トヨタ財団会議室
議題　1　訪中団日程、訪問先
　　　　2　日中セミナーの運営

1992 10.1 助成財団Ｎｏ．27発
行

1992 10.4～17 民間助成財団訪中団中国訪問１０．４～
10.17

広州、桂林、杭州、上海、北京等の大学、研究
機関訪問

1992 10.12 第4回日中セミナー開催 12日浙江省杭州市
1992 10.22 会員ニュース10月号

発行
1992 10.30 第３回日中セミナー実行委

員会
日時　平成４年10月30日
場所　助成財団資料センター会議室
議題　1　中国訪日団？（訪中団の誤記？）に関
する総括、決算、記録作成
　　　　2　今後の日中交流

1992 11.12 会員ニュース11月号
発行

1992 11.20 １９９２年度会員の集い・公
開シンポジウム

１６０人参加。「日本の社会とフィランソロ
ピー」

1992 12.8 第３回常任委員会 日時　平成４年12月8日
場所　助成財団資料センター会議室
議題　1　次期役員依頼状況
　　　　2　「日本の助成財団の現状」資料作成

1992 12.9 情報処理検討会議
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
1992 12.18 会員ニュース12月号

発行
1992 12.18 企画委員会（第3回） 日時　平成４年12月18日

場所　国際文化会館
議題　1　1992年度事業実施状況
　　　　2　1993年度事業方針
　　　　3　10周年記念事業準備、中長期計画方
針
　　　　4　各種委員会委員候補者

1992 12.18 編集委員会（第2回） 企画委員会と合同 日時　平成４年12月18日
場所　国際文化会館
議題　1　1992年度事業実施状況
　　　　2　1993年度事業方針
　　　　3　10周年記念事業準備、中長期計画方
針
　　　　4　各種委員会委員候補者

1993 1.1 助成財団Ｎｏ．28発
行

1993 1.18 第５回助成財団セミナー
1993 1.20 会員ニュース1月号

発行
1993 1.20 第４回常任委員会 日時　平成5年1月20日

場所　助成財団資料センター会議室
議題　1　次期役員、評議員候補者
　　　　2　次期企画委員候補者

1993 1.20 第６回フィランソロピー研究
会

1993 2.9 企画委員会（第4回） 日時　平成5年2月9日
場所　助成財団資料センター会議室
議題　1　1993年度事業計画
　　　　2　1992年度決算見込および1993年度予
算案の趣旨
　　　　3　企画委員会の在り方、委員等

1993 2.19 会員ニュース2月号
発行
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
1993 3.10 第１３回理事会 日時　平成5年3月10日

場所　経団連会館
議題
　　　　報告　　1992年度事業実施状況および収
支決算見込
　　　　議案1　1993年度事業計画および収支予
算
　　　　議案2　評議員の選任（１４人）
　　　　議案3　常任委員会委員の選任（４人）
　　　　議案4　企画委員会委員の選任（１３人）

1993 3.10 第１１回評議員会 日時　平成5年3月10日
場所　経団連会館
議題
　　　　報告　　1992年度事業実施状況および収
支決算見込
　　　　議案1　1993年度事業計画および収支予
算
　　　　議案2　理事（１３人）・監事（２人）の選任
　　　　議案3　常任委員会委員の選任（４人）
　　　　議案4　企画委員会委員の選任（１３人）

1993 3.15 会員ニュース3月号
発行

1993 3.25 第２回セミナー検討委員会 日時　平成5年3月25日
場所　助成財団資料センター会議室
議題　1　1993年度会員の集いおよび公開シン
ポジウム計画
　　　　2　1992年度助成財団セミナー実行計画

1993 4.1 第14回理事会 日時　平成5年4月1日
場所　助成財団資料センター会議室
議題
　　　　議案1　理事長選任の件
　　　　議案2　専務理事選任の件

1993 4.1 助成財団Ｎｏ．29発
行

1993 4.21 会員ニュース4.5月号
発行

1993 5.21 第1回助成財団セミナー （初任者研修）
「助成財団の管理と運営」
講師　山岡（トヨタ財団プログラム・コンサルタン
ト）
熊谷（内藤）、南（庭野）、岩井（岩谷）

理事長山下秀明
専務理事神田博
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
1993 5.25 企画委員会(第1回) 日時　平成5年5月25日

場所　トヨタ財団会議室
議題　1　1992年度事業報告および決算報告案
　　　　2　1993年度主要事業実施計画

1993 6.1 助成財団Ｎｏ．30発
行

1993 6.2 常任委員会（第1回） 日時　平成5年6月2日
場所　助成財団資料センター会議室
議題　1　第15回理事会、第12回評議員会議案
　　　　2　常任委員の増員
　　　　3　センターの現状と中期展望

1993 6.16 第15回理事会 日時　平成5年6月16日
場所　経団連会館
議題
　　　　議案1　1992年度事業報告および決算報
告
　　　　議案2　常任委員会の充実強化と委員の
追加委嘱
　　　　その他1　編集委員会、セミナー検討委員
会、国際交流委員会、情報処理検討会議の各
委員の依頼
　　　　その他2　センターの現状と中期展望の説
明

1993 6.16 第12回評議員会 日時　平成5年6月16日
場所　経団連会館
議題
　　　　議案1　1992年度事業報告および決算報
告
　　　　議案2　常任委員会の充実強化と委員の
追加委嘱
　　　　その他1　編集委員会、セミナー検討委員
会、国際交流委員会、情報処理検討会議の各
委員の依頼
　　　　その他2　センターの現状と中期展望の説
明

1993 6.22 会員ニュース6.7月号
発行

1993 7.2 データベース更新アンケート
1993 7.13 第2回助成財団セミナー 「助成財団周年記念事業の実態と見直し」
1993 7.21 常任委員会（第2回） 日時　平成5年7月21日

場所　助成財団資料センター会議室
議題　1　常任委員会の運営について
　　　　2　当面の課題

1993 8.1 助成財団Ｎｏ．31発
行
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
1993 8.16 年報：付5年の歩み」

発行
1993 8.18 会員ニュース8.9月号

発行
1993 8.26 編集委員会（第1回） 日時　平成5年8月26日

場所　助成財団資料センター会議室
議題　1　情報誌「助成財団」の編集工程および
編集内容の見直し
　　　　2　同誌購読者へのアンケート案
　　　　3　94年版「助成団体要覧」の編集、制作
方針

1993 9.9 企画委員会（第2回） 日時　平成5年9月9日
場所　内藤記念科学振興財団会議室
議題　1　センターの基本方針に関する理事長の
意見
　　　　2　センターの事業実績、評価と問題点、
中期的な展望
　　　　3　計画の策定と実施の方策

1993 9.17 第3回助成財団セミナー 岐阜県内藤くすり博物館にて
「研究助成プログラムへの提言」
飯島宗一（トヨタ財団）、福島雅典（愛知がんセン
ター）熊谷（内藤）

1993 9.20 常任委員会（第3回） 日時　平成5年9月20日
場所　助成財団資料センター会議室
議題　1　センターの基本方針に関する理事長の
意見
　　　　2　センターの現状と今後の方針

1993 9.21 日中共同研究の日本側研究員訪中
1993 10.1 助成財団Ｎｏ．32発

行
1993 10.15 会員ニュース10.11月

号発行
1993 10.20 山下理事長、豊田顧問会談：センターの基

本方針
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
1993 11.9 常任委員会（第4回） 日時　平成5年11月9日

場所　助成財団資料センター会議室
議題　1　会員の集いにおける理事長のあいさつ
案
　　　　2　収支改善の方針案
　　　　3　会費口数の改訂案
　　　　4　記者発表用資料（助成財団の現状とセ
ンターの活動状況）
　　　　5　「財団に関する国際シンポジウム」報告
三谷理事より

1993 11.16 「日本の助成団体の現状（速報値）」新聞発
表

1993 11.19 「1993年　会員の集い」公開
シンポジウム

「日本に財団活動は根付いたか」 第4回助成財団セミナーを兼ねる
「市民活動への助成－日本に財団活動は根付
いたか-」
山道（とうきゅう環境）、渡辺（トヨタ）、足立（日産
労連）
川崎(まちづくりセンター）、早瀬（大阪ボラ協）、
福沢（シャプラニール）

1993 12.1 助成財団Ｎｏ．33発
行

1993 12.15 「助成団体要覧
1994」発行

1993 12.15 会員ニュース12.1月
号発行

1993 12.20 情報処理検討会議 日時　平成5年12月20日
場所　助成財団資料センター会議室
議題　1　センターＯＡ化の現状と将来

1993 12.31
1994 1.20 常任委員会（第5回） 日時　平成6年1月20日

場所　助成財団資料センター会議室
議題　1　会費口数増の依頼（案）について
　　　　2　センター出版物の新構想について

1994 1.21 第5回助成財団セミナー 「財団事務のＯＡ化」
藤田（庭野）、萱場（秋山）、宮林（セ）、大野（興
和）、久須美（トヨタ）

1994 1.31 会費増口依頼状発送
1994 2.1 助成財団Ｎｏ．34発

行

－茂木由美子
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
1994 2.17 編集委員会（第2回） 日時　平成6年2月17日

場所　助成財団資料センター会議室
議題　1　94年版「助成団体要覧」作成の反省
　　　　2　「日本の助成団体の現状」の作成

1994 2.18 会員ニュース2.3月号
発行

1994 2.25 セミナー検討委員会 日時　平成6年2月25日
場所　新宿文化センター会議室
議題　1　1994年度会員の集いおよび公開シン
ポジウム計画
　　　　2　1994年度助成財団セミナー実行計画

1994 2.25 企画委員会（第3回） 日時　平成6年2月25日
場所　新宿文化センター会議室
議題　1　平成6年度センター運営の基本方針
　　　　2　センターの出版物の内容検討

1994 3.14 常任委員会（第6回） 日時　平成6年3月14日
場所　助成財団資料センター会議室
議題　1　1994年度事業計画（案）
　　　　2　1994年度収支予算（案）
　　　　3　センターの組織、規程（案）
　　　　4　センター出版物の内容検討

1994 3.18 新会員入会勧誘
1994 3.29 第16回理事会 日時　平成6年3月29日

場所　経団連会館
議題
　　　　報告1　1993年度事業実施状況
　　　　報告2　1993年度収支決算見込
　　　　報告3　会費の口数増加の申込み状況
　　　　議案1　1994年度事業計画および収支予
算
　　　　議案2　専務理事の選任
　　　　その他　センターの組織改善の検討

1994 3.29 第13回評議員会 日時　平成6年3月29日
場所　経団連会館
議題
　　　　報告1　1993年度事業実施状況
　　　　報告2　1993年度収支決算見込
　　　　報告3　会費の口数増加の申込み状況
　　　　議案1　1994年度事業計画および収支予
算
　　　　その他　センターの組織改善の検討

－神田専務理事
＋山口日出夫専務理事
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
1994 3.30 「日本の助成団体の

現状1994」発行
1994 4.1 助成財団Ｎｏ．35発

行
1994 4.20 会員ニュースＮｏ．83

発行
1994 4.21 会員ニュースＮｏ．84

発行
常任委員会（第1回） 日時　平成6年4月21日

場所　助成財団資料センター会議室
議題　1　組織改正および所属委員
　　　　2　セミナーおよびシンポジウム計画（案）
　　　　3　印刷物の構想について

1994 5.18 常任委員会（第2回） 日時　平成6年5月18日
場所　助成財団資料センター会議室
議題　1　組織改正および所属委員
　　　　2　セミナーおよびシンポジウム計画（案）

1994 5.19 学術情報センター連絡会議
1994 6.1 助成財団Ｎｏ．36発

行
1994 6.7 助成財団セミナー（第1回） 「助成財団の運営｣（初任者研修、役職員リフレッ

シュ）
1994 6.15 常任委員会（第3回） 日時　平成6年6月15日

場所　助成財団資料センター会議室
議題　1　1993年度事業報告および収支決算
（案）
　　　　2　組織改正および所属委員

1994 6.27 第17回理事会 日時　平成6年6月27日
場所　経団連会館
議題
　　　　報告1　会員の増口および新規入会の状
況
　　　　報告2　セミナーおよびシンポジウム実施
計画
　　　　議案1　1993年度事業報告および決算報
告
　　　　議案2　組織改正および所属委員
　　　　議案3　評議員選任の件
　　　　その他1　常任委員会の運営および委員
等について
　　　　その他2　日中共同研究の支援
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
1994 6.27 第14回評議員会 日時　平成6年6月27日

場所　経団連会館
議題
　　　　報告1　会員の増口および新規入会の状
況
　　　　報告2　セミナーおよびシンポジウム実施
計画
　　　　議案1　1993年度事業報告および決算報
告
　　　　議案2　組織改正および所属委員
　　　　その他1　常任委員会の運営および委員
等について

1994 6.28 データベース更新アンケート
1994 7.8 会員ニュースＮｏ．84

発行
1994 7.25 助成財団セミナー（第2回） 「助成した研究成果の報告は」
1994 8.1 助成財団Ｎｏ．37発

行
1994 8.4 常任委員会（第4回） 組織改正後の第1回 日時　平成6年8月4日

場所　助成財団資料センター会議室
議題　1　部会長および部会委員の選任
　　　　2　今後の事業方針

1994 8.12 会員ニュースＮｏ．85
発行

1994 8.23 国際交流部会（第1回） 日時　平成6年8月23日
場所　助成財団資料センター会議室
議題　1　部会運営
　　　　2　今後の検討事項

1994 8.25 広報・教育部会（第1回） 日時　平成6年8月25日
場所　助成財団資料センター会議室
議題　1　部会運営
　　　　2　今後の検討事項

1994 9.1 常任委員会有志懇談会 箱根強羅にて
1994 9.16 総務・財務部会（第1回） 日時　平成6年9月16日

場所　助成財団資料センター会議室
議題　1　部会運営
　　　　2　今後の検討事項

○浅村裕（日立・常務）
　黒川千万喜（トヨタ・常
務）
　田南立也（国際文化会
館）
　浜西島子（心臓・課長）

○鵜木恒治（日産・常務）
　田代正美（経団連）
　増田康士（旭硝子・事）
　吉田茂（キリン・常務）
　片山正夫（セゾン・事）

○山口専務理事
　岩井繁明（岩谷・常務）
　亀沢直道（トヨタ・事）
　南　佳伸（庭野・事）
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
1994 9.20 情報処理部会（第1回） 日時　平成6年9月20日

場所　助成財団資料センター会議室
議題　1　部会運営
　　　　2　今後の検討事項

1994 9.28 助成財団セミナー（第3回） 地方シンポジウム（産業技術記念館：名古屋）
「産業技術・遺産の保存の意義と助成財団に期
待するもの」（国立科学博物館　鈴木一義）

1994 10.1 助成財団Ｎｏ．38発
行

1994 10.12 会員ニュースＮｏ．86
発行

1994 10.13 会員ニュースＮｏ．87
発行

広報・教育部会（第2回） 日時　平成6年10月13日
場所　助成財団資料センター会議室
議題　1　センターの刊行物について

1994 10.17 総務・財務部会（第2回） 日時　平成6年10月17日
場所　助成財団資料センター会議室
議題　1　事務所の移転
　　　　2　「助成財団」の発行について

1994 10.19 常任委員会（第5回） 日時　平成6年10月19日
場所　助成財団資料センター会議室
議題　1　出版事業の検討
　　　　2　事務所の移転
　　　　3　会員の集い・講演会について

1994 11.4 広報・教育部会（第3回） 日時　平成6年11月4日
場所　助成財団資料センター会議室
議題　1　セミナー等の開催
　　　　2　｢助成財団」購読者への対応について

1994 11.7 情報処理部会（第2回） 日時　平成6年11月7日
場所　助成財団資料センター会議室
議題　1　日本の助成財団の現状
　　　　2　情報処理の基本方針
　　　　3　助成課題総覧（仮称）の発行計画

1994 11.10 国際交流部会（第2回） 日時　平成6年11月10日
場所　助成財団資料センター会議室
議題　1　英文要覧の発行について

1994 11.10 韓国企業財団訪日団来訪
1994 11.11 主務官庁立入検査
1994 11.18 ｢日本の助成財団の現状（速報値）」新聞発

表

○山口専務理事
　久須美雅昭（トヨタ・Ｐ
Ｏ）
　熊谷康夫（内藤・事）
　関根龍夫（日産・事次）
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
1994 11.22 ｢1994年度　会員の集い」 助成財団セミナー第4回を兼ねる

参加100名
講演会「環境問題と研究・活動助成」
基調講演　沼田真、　講演　立川涼、山道省三

1994 12.1 助成財団Ｎｏ．39発
行

1994 12.1 情報処理部会（第3回） 日時　平成6年12月1日
場所　助成財団資料センター会議室
議題　1　｢助成財団－募集案内」（仮称）の発行
　　　　2　「助成課題総覧」（仮称）の発行スケ
ジュール
　　　　3　1994年度データベースの確定と使用

1994 12.12 広報・教育部会（第4回） 日時　平成6年12月12日
場所　助成財団資料センター会議室
議題　1　新・情報誌「助成財団」の発行

1994 12.20 常任委員会（第6回） 日時　平成6年12月20日
場所　助成財団資料センター会議室
議題　1　1995年度事業計画および予算作成の
基本方針
　　　　2　新オピニオン誌の骨格および編集委員
選任
　　　　3　新事務所移転について

1995 1.12 第18回臨時理事会 日時　平成7年1月12日
場所　助成財団資料センター会議室
議題
　　　　議案1　寄付行為変更（事務所の移転）の
件

1995 1.12 第15回評議員会 日時　平成7年1月12日
場所　助成財団資料センター会議室
議題
　　　　議案1　寄付行為変更（事務所の移転）の
件

1995 1.12 常任委員会（第7回） 日時　平成7年1月12日
場所　助成財団資料センター会議室
議題　1　来年度基本方針について
　　　　2　「オピニオン」誌の名称・デザイン等に
ついて
　　　　3　情報誌「助成財団」の継続発行につい
て

1995 1.13 会員ニュースＮｏ．87
発行

1995 1.28 事務所移転
1995 2.1 助成財団Ｎｏ．40発

行
季刊「助成財団」はＮｏ．40をもって廃刊
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
1995 2.3 常任委員会（第8回） 日時　平成7年2月3日

場所　助成財団資料センター会議室
議題　1　阪神大震災への助成財団の対応につ
いて
　　　　2　「助成財団－募集要覧」および「助成
財団－決定要覧」の発行について
　　　　3　「ＪＦＣ-ＶＩＥＷＳ」の発行について

1995 2.3 広報・教育部会（第5回） 日時　平成7年2月3日
場所　助成財団資料センター会議室
議題　1　「助成財団－募集要覧」および「助成
財団－決定要覧」の発行について
　　　　2　「ＪＦＣ-ＶＩＥＷＳ」の発行について

1995 2.3 情報処理部会（第4回） 日時　平成7年2月3日
場所　助成財団資料センター会議室
議題　1　「助成財団－募集要覧」および「助成
財団－決定要覧」の発行について
　　　　2　「ＪＦＣ-ＶＩＥＷＳ」の発行について

1995 2.17 「阪神大震災に関する義捐金の募集につい
て｣会員に依頼

1995 2.23 常任委員会（第9回） 日時　平成7年2月23日
場所　助成財団資料センター会議室
議題　1　1995年度事業重点実施事項について
　　　　2　出版物の発行・販売計画（案）について

1995 2.28
1995 3.8 総務・財務部会（第3回） 日時　平成7年3月8日

場所　助成財団資料センター会議室
議題　1　1995年度事業計画（案）および収支予
算（案）について
　　　　2　諸規程の制定について

1995 3.15 常任委員会（第10回） 日時　平成7年3月15日
場所　助成財団資料センター会議室
議題　1　1995年度事業計画（案）および収支予
算（案）について
　　　　2　諸規程の制定について
　　　　3　理事・監事候補者について
　　　　4　評議員候補者について

1995 3.20 中国国家自然基金委員会訪日団表敬訪問

－須藤まき
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
1995 3.24 第19回理事会 日時　平成7年3月24日

場所　助成財団資料センター会議室
議題
　　　　報告1　1994年度事業実施状況
　　　　報告2　1994年度収支決算見込
　　　　議案1　1995年度事業計画および収支予
算
　　　　議案2　評議員選任の件
　　　　議案3　諸規程の制定

1995 3.24 第16回評議員会 日時　平成7年3月24日
場所　助成財団資料センター会議室
議題
　　　　報告1　1994年度事業実施状況
　　　　報告2　1994年度収支決算見込
　　　　議案1　1995年度事業計画および収支予
算
　　　　議案2　理事・監事選任の件
　　　　議案3　諸規程の制定

1995 3.30 会員ニュースＮｏ．88
発行

会員ニュースはこの号をもって廃止

1995 3.31
1995 4.3 第20回理事会 日時　平成7年4月3日

場所　助成財団資料センター会議室
議題　議案1　理事長選任の件
　　　　議案2　専務理事選任の件

1995 4.4 「阪神大震災に関する義捐金」ＮＧＯ活動推
進センターに贈呈

1995 4.6 助成財団セミナー（第1回） 財団活動の評価（1）　片山正夫　33名
1995 4.17 助成財団セミナー（第2回） 最近の情報通信の状況　横山日榕　30名
1995 4.25 ＪＦＣ　ＶＩＥＷＳ　Ｎｏ．

1発行
1995 4.30 「助成財団－募集要

覧1995」発行
販売業務はセンターにて実施

1995 5.9 助成財団セミナー（第3回） 財団活動の評価（２）　片山正夫　30名
1995 5.10 常任委員会（第1回） 日時　平成7年5月10日

場所　助成財団資料センター会議室
議題　1　新規出版物の現状と見通し
　　　　2　セミナーの現状と今後のあり方
　　　　3　寄付行為の変更のスケジュールについ
て
　　　　4　新規会員獲得について

1995 5.24 助成財団セミナー（第4回） ＯＡケーススタディ1　久須美、中村（伊藤忠）
1995 6.1 熊本美幸　在職1995.6.1-1996.12.31

－事務局長　宮林廣

＋職員　熊本美幸
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
1995 6.6 総務・財務部会（第1回） 日時　平成7年6月6日

場所　助成財団資料センター会議室
議題　1　1994年度事業報告及び収支決算案等
　　　　2　寄付行為変更について
　　　　3　助成財団の運営と資産運用について

1995 6.9 広報・教育部会（第1回） 日時　平成7年6月9日
場所　助成財団資料センター会議室
議題　1　本年度のセミナー予定について
　　　　2　オピニオン誌「ＪＦＣ　ＶＩＥＷＳ」の編集
について

1995 6.12 常任委員会（第2回） 日時　平成7年6月12日
場所　助成財団資料センター会議室
議題　1　1994年度事業報告及び収支決算案等
　　　　2　寄付行為変更について

1995 6.20 ＪＦＣ　ＶＩＥＷＳ　Ｎｏ．
2発行

1995 6.23 第21回理事会 日時　平成7年6月23日
場所　助成財団資料センター会議室
議題　議案1　1994年度事業報告および決算報
告
　　　　議案2　寄付行為変更の件

1995 6.23 第17回評議員会 日時　平成7年6月23日
場所　助成財団資料センター会議室
議題　議案1　1994年度事業報告および決算報
告
　　　　議案2　寄付行為変更の件

1995 6.27 助成財団セミナー（第5回） ＯＡケーススタディ2　ピーシーエー営業　31名
1995 6.28 募集要覧1995－ファクシミリ・サービス第1回

送信
1995 7.14 データベース更新アンケート発送
1995 7.24 第22回臨時理事会 日時　平成7年7月24日

場所　助成財団資料センター会議室
議題　議案1　理事長選任の件
　　　　議案2　評議員選任の件

1995 7.24 第18回評議員会 日時　平成7年7月24日
場所　助成財団資料センター会議室
議題　議案1　理事選任の件

1995 7.26 助成財団セミナー（第6回） ＯＡケーススタディ3　東芝　　16名
1995 7.31 情報処理部会（第1回） 日時　平成7年7月31日

場所　助成財団資料センター会議室
議題　1　本年度の活動方針について

1995 8.1 小山千穂　在職1995.8.1-1996.4.30

－職員 甲野恵子

＋職員　小山千穂
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
1995 8.11 広報・教育部会（第2回） 日時　平成7年8月11日

場所　助成財団資料センター会議室
議題　1　本年度の公開シンポジウム・テーマに
ついて

1995 8.20 ＪＦＣ　ＶＩＥＷＳ　Ｎｏ．
3発行

1995 8.24 会員・職員名簿更新アンケート発送
1995 8.24 助成財団セミナー（第7回） ＯＡケーススタディ4　佐藤清夫（内藤）　23名
1995 8.25 募集要覧1995－ファクシミリ・サービス第2回

送信
1995 8.29 助成財団セミナー（第8回） 低金利下の財団運営について（１）　18名
1995 9.1 広報・教育部会（第3回） 日時　平成7年9月1日

場所　助成財団資料センター会議室
議題　1　教育研修について

1995 9.22 助成財団セミナー（第9回） 低金利下の財団運営について（2）　20名
1995 10.1 「助成財団－決定要

覧1995」発行
販売業務はセンターにて実施

1995 10.5 寄付行為変更に関する正会員へのアンケー
ト発送

1995 10.20 ＪＦＣ　ＶＩＥＷＳ　Ｎｏ．
4発行

1995 10.20 データベースの入力確認・助成団体要覧へ
の掲載の諾否アンケート発送

1995 10.27 募集要覧1995－ファクシミリ・サービス第3回
送信

1995 10.27 助成財団セミナー（第10回） ＯＡケーススタディ5　住友財団　大口、永多　16
名

1995 10.31 ｢地域振興民間助成連絡
会｣（仮称）の開催

1995 11.30 助成財団へのセンター入会依頼 助成団体要覧掲載団体で非会員団体350件
1995 12.8 広報・教育部会（第4回） 日時　平成7年12月8日

場所　助成財団資料センター会議室
議題　1　本年度及び次年度のセミナーについて

1995 12.19 総務・財務部会（第2回） 日時　平成7年12月19日
場所　助成財団資料センター会議室
議題　1　財団運営に関するセミナーについて

1995 12.25 ＪＦＣ　ＶＩＥＷＳ　Ｎｏ．
5発行

1995 12.26 募集要覧1995－ファクシミリ・サービス第4回
送信

1996 1.10 「助成団体要覧
1996」発行

1996 1.19 助成財団セミナー（第11回） ブレークスルーを生む研究開発　市川惇信　46
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1996 1.25 広報・教育部会（第5回） 日時　平成8年1月25日

場所　助成財団資料センター会議室
議題　1　次年度広報・教育計画事項について

1996 1.31 英文要覧1996年度発行案内及び同要覧へ
の掲載の諾否アンケート発送

1996 2.9 学術情報センター連絡会議
1996 2.14 情報処理部会（第2回） 日時　平成8年2月14日

場所　助成財団資料センター会議室
議題　1　次年度の情報処理事業方針について

1996 2.20 ＪＦＣ　ＶＩＥＷＳ　Ｎｏ．
6発行

1996 2.21 助成財団セミナー（第12回） 財団助成の社会学と財団社会学　矢沢修次郎
30名

1996 2.23 募集要覧1995－ファクシミリ・サービス第5回
送信

1996 2.26 総務・財務部会（第3回） 日時　平成8年2月26日
場所　助成財団資料センター会議室
議題　1　1995年度事業経過報告及び収支決算
見込
　　　　2　1996年度事業計画（案）及び収支予算

1996 3.14 常任委員会（第3回） 日時　平成8年3月14日
場所　助成財団資料センター会議室
議題　1　1995年度事業経過報告及び収支決算
見込
　　　　2　1996年度事業計画（案）及び収支予算
（案）

1996 3.26 第23回理事会 日時　平成8年3月26日
場所　助成財団資料センター会議室
議題　報告1　1995年度事業実施状況
　　　　報告2　1995年度収支決算見込
　　　　議案1　1996年度事業計画および収支予
算
　　　　その他　寄付行為変更に関する経過報告

1996 3.26 第19回評議員会 日時　平成8年3月26日
場所　助成財団資料センター会議室
議題　報告1　1995年度事業実施状況
　　　　報告2　1995年度収支決算見込
　　　　議案1　1996年度事業計画および収支予
算
　　　　その他　寄付行為変更に関する経過報告

1996 4.20 ＪＦＣ　ＶＩＥＷＳ　Ｎｏ．
7発行
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
1996 4.25 助成財団セミナー ＮＧＯ活動推進センターとの懇談

　ＮＧＯ諸団体との情報交換-これからの連携の
ために-　参加21名

1996 4.30 「助成財団－募集要
覧1996」発行

1996 4.30
1996 5.27 助成財団セミナー ＯＡケーススタディ　-助成財団とインターネット-

　知識計画小川唯史、関西エネ科学加福、角野
参加28名

1996 6.14 常任委員会（第1回） 日時　平成8年6月14日
場所　助成財団資料センター会議室
議題　1　1995年度事業報告及び収支決算案等
　　　　2　寄附行為変更に関する経過報告

1996 6.20 ＪＦＣ　ＶＩＥＷＳ　Ｎｏ．
8発行

1996 6.25 第24回理事会 日時　平成8年6月25日
場所　助成財団資料センター会議室
議題　議案1　1995年度事業報告および決算報
告
　　　　議案2　寄付行為変更の件

1996 6.25 第20回評議員会 日時　平成8年6月25日
場所　助成財団資料センター会議室
議題　議案1　1995年度事業報告および決算報
告
　　　　議案2　寄付行為変更の件

1996 6.28 募集要覧1996－ファクシミリ・サービス第1回
送信

1996 7.12 助成財団セミナー 自然環境と人間形成　女子栄養大小原秀雄教
授　参加18名

1996 7.22 寄附行為変更認可（総理府より） 法人名称変更：助成財団センターとなる

1996 7.26 助成財団セミナー アジア国際公益団体調査報告会　参加16名
1996 7.30 助成団体データベース更新アンケート発送
1996 8.20 ＪＦＣ　ＶＩＥＷＳ　Ｎｏ．

9発行
1996 8.29 会員・職員名簿更新アンケート発送
1996 8.30 募集要覧1996－ファクシミリ・サービス第2回

送信

1996 9.6 助成財団セミナー 第2回ＪＦＣ　Ｍａｔｅｓの集い　「財団で働くというこ
と」　総研大　出口正之　参加54名

1996 9.18 中国国家自然科学基金委員会国際合作局
常青副委員長一行来訪

1996 10.20 ＪＦＣ　ＶＩＥＷＳ　Ｎｏ．
10発行

－職員　小山千穂
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
1996 10.22 助成財団セミナー 留学生問題研究会　「留学生相談の体験から見

た留学生の抱える諸問題」　アジア学生文化会
館　栖原曉　参加12名

1996 10.31 募集要覧1996－ファクシミリ・サービス第3回
送信

1996 10.31 「助成財団-決定要
覧1996」発行

1996 11.1 小林充治　在職1996.11.1-
1996 11.19 助成財団セミナー 会員の集いと併催 トークイン「助成財団の教育活動への取組－活

力ある21世紀をめざして-」　講演　天野郁夫東
大教授

1996 12.1 植木美夏　在職1996.12.1-12.31
1996 12.20 ＪＦＣ　ＶＩＥＷＳ　Ｎｏ．

11発行
1996 12.20 募集要覧1996－ファクシミリ・サービス第4回

送信

1996 12.25 助成財団セミナー 第3回ＪＦＣ　Ｍａｔｅｓの集い　講演「ミッション･ポッ
シブル」　たんぽぽの家理事長　播磨靖夫　ほか
参加49名

1996 12.31
1997 2.1 塩沢千登世　在職1997.2.1-
1997 2.14 「日本の助成財団の

現状」（1996年調査）
1997 2.20 ＪＦＣ　ＶＩＥＷＳ　Ｎｏ．

12発行
1997 2.21 募集要覧1996－ファクシミリ・サービス第5回

送信
1997 3.6 常任委員会（第2回） 日時　平成9年3月6日

場所　助成財団センター会議室
議題　1　1997年度事業計画（案）及び収支予算
（案）
　　　　2　理事・監事候補者について
　　　　3　評議員候補者について
　　　　4　常任委員について

1997 3.18 第25回理事会 日時　平成9年3月18日
場所　助成財団センター会議室
議題　報告1　1996年度事業実施状況
　　　　報告2　1996年度収支決算見込
　　　　議案1　1997年度事業計画および収支予
算
　　　　議案2　評議員選任の件
　　　　その他　常任委員の件

－職員　植木美夏

＋職員　小林充治

＋職員　植木美夏

＋職員　塩沢千登世



助成財団センターの歴史年表 久須美作成

56/80

年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
1997 3.18 第21回評議員会 日時　平成9年3月18日

場所　助成財団センター会議室
議題　報告1　1996年度事業実施状況
　　　　報告2　1996年度収支決算見込
　　　　議案1　1997年度事業計画および収支予
算
　　　　議案2　理事・監事選任の件
　　　　その他　常任委員の件

1997 3.19 「助成団体要覧
1996-英文版」発行

1997 4.1 第26回理事会 日時　平成9年4月1日
場所　助成財団センター会議室
議題　議案1　理事長選任の件
　　　　議案2　専務理事選任の件

1997 4.20 ＪＦＣ　ＶＩＥＷＳ　Ｎｏ．
13発行

1997 4.30 「助成財団－募集要
覧1997」発行

1997 5.29 助成財団セミナー 助成財団の管理と運営（１）-初任者研修-
熊谷康夫（内藤）　参加27名

1997 6.10 常任委員会（第1回） 日時　平成9年6月10日
場所　助成財団センター会議室
議題　1　1996年度事業報告および収支決算案
等
　　　　2　共同プロジェクトについて
　　　　3　助成団体要覧の分野及びタイプコード
改定について

1997 6.19 第27回理事会 日時　平成9年6月19日
場所　助成財団センター会議室
議題　議案1　1996年度事業報告および決算報
告
　　　　その他　共同プロジェクトの件
　　　　　　　　　助成団体要覧の分野及びタイプ
コード改定の件

1997 6.19 第22回評議員会 日時　平成9年6月19日
場所　助成財団センター会議室
議題　議案1　1996年度事業報告および決算報
告
　　　　その他　共同プロジェクトの件
　　　　　　　　　助成団体要覧の分野及びタイプ
コード改定の件

1997 6.20 ＪＦＣ　ＶＩＥＷＳ　Ｎｏ．
14発行

-理事長　伊藤昌壽
+理事長 本山英世
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
1997 6.26 助成財団セミナー 助成財団の管理と運営（2）-初任者研修-

熊谷康夫（内藤）　参加28名
1997 6.27 募集要覧1997－ファクシミリ・サービス第1回

送信
1997 7.14 助成財団セミナー 生命誌研究館をなぜつくったか　中村桂子副館

長
1997 7.17 助成団体データベース更新アンケート発送
1997 8.5 助成財団セミナー 天文宇宙科学の現状と助成財団の役割　小平

桂一　国立天文台長　参加22名
1997 8.20 ＪＦＣ　ＶＩＥＷＳ　Ｎｏ．

15発行
1997 8.29 ＪＦＣ　ＶＩＥＷＳ　Ｎｏ．

16発行
募集要覧1997－ファクシミリ・サービス第2回
送信

1997 9.1 会員・職員名簿更新アンケート発送
1997 10.1 助成財団セミナー ＪＦＣ　Ｍａｔｅｓ第1回「助成プログラム分科会」

　「助成事業に関する情報収集と助成成果の社
会還元」　参加27名

1997 10.7 助成財団セミナー ＪＦＣ　Ｍａｔｅｓ第1回総務・財務分科会」
　「職場の活性化－ＯＡ活用による事務の効率
化・合理化、業務改善に関する提案方法」　参加
19名

1997 10.20 ＪＦＣ　ＶＩＥＷＳ　Ｎｏ．
16発行

1997 10.31 募集要覧1997－ファクシミリ・サービス第3回
送信

1997 10.31 「助成財団-決定要
覧1997」発行

1997 11.22 助成財団セミナー 会員の集いと併催 トークイン「科学技術と助成財団－活力ある21世
紀をめざして-」　講演　猪瀬博　学情センター所
長

1997 12.20 ＪＦＣ　ＶＩＥＷＳ　Ｎｏ．
17発行

1997 12.24 募集要覧1997－ファクシミリ・サービス第4回
送信

1998 1.12 ｢助成団体要覧
1998」発行

1998 2.6 助成財団センターへの入会依頼
1998 2.20 ＪＦＣ　ＶＩＥＷＳ　Ｎｏ．

18発行
1998 2.27 募集要覧1997－ファクシミリ・サービス第5回

送信
1997 2.27 常任委員会（第2回） （財団研究）調査研究会の企画案承認 日時　平成10年2月27日

場所　助成財団センター会議室
議題　1　1998年度事業計画（案）及び収支予算
（案）
　　　　2　調査研究会の実施（案）



助成財団センターの歴史年表 久須美作成

58/80

年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
1998 3.4 助成財団セミナー 第4回ＪＦＣ　Ｍａｔｅｓの集い

　「米国の非営利活動と市民」　元イリノイ大学教
授　ムルハーン・千栄子　参加27名

1998 3.24 第28回理事会 （財団研究）調査研究会の企画案承認 日時　平成10年3月24日
場所　助成財団センター会議室
議題　報告1　1997年度事業実施状況
　　　　報告2　1997年度収支決算見込
　　　　議案1　1998年度事業計画および収支予
算

1998 3.24 第23回評議員会 日時　平成10年3月24日
場所　助成財団センター会議室
議題　報告1　1997年度事業実施状況
　　　　報告2　1997年度収支決算見込
　　　　議案1　1998年度事業計画および収支予
算

1998 4.20 ＪＦＣ　ＶＩＥＷＳ　Ｎｏ．
19発行

1998 4.30 「助成財団－募集要
覧1998」発行

1998 6.9 「調査研究会」への資金拠出のお願い文書
1998 6.11 常任委員会（第1回） 日時　平成10年6月11日

場所　助成財団センター会議室
議題　1　1997年度事業報告および決算決算案
等

1998 6.18 （財団研究）研究会(1) 研究の方法と研究会メンバーの候補について議
論

1998 6.20 ＪＦＣ　ＶＩＥＷＳ　Ｎｏ．
20発行

1998 6.24 第29回理事会 日時　平成10年6月24日
場所　助成財団センター会議室
議題　議案1　1997年度事業報告および決算報
告
　　　　その他　アジア財団連絡会開催について

調査研究会
研究委員会
委員長　浅村裕
委員　青柳潤一（日経新
聞）、白神修（旭硝子）、
宮川守久（東京海上各
務）、森隆亮（東洋経済）
ワーキング･グループ
座長　中山茂（神奈川
大）、委員　潮木守一（武
蔵野女大）、吉岡斉（九
大）、岩田弘三（武蔵野女
大）、塚原修一（国教
研）、小林信一（電通大）
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
1998 6.24 第24回評議員会 日時　平成10年6月24日

場所　助成財団センター会議室
議題　議案1　1997年度事業報告および決算報
告
　　　　その他　アジア財団連絡会開催について

1998 6.26 募集要覧1998－ファクシミリ・サービス第1回
1998 7.9 （財団研究）研究会(2) 先行研究として塚原氏よりいくつかの事業評価

のケースを紹介。議論。
1998 7.17 会員財団への各種資料提供の依頼
1998 7.24 助成団体データベース更新アンケート発送
1998 7.31 助成財団セミナー 助成財団の管理と運営－初任者研修－

　熊谷康夫（内藤）　参加30名
1998 8.17 （財団研究）研究会(3) 国際交流基金日米センターの二人が知的交流

プログラム・アメリカの事業評価について紹介
1998 8.20 ＪＦＣ　ＶＩＥＷＳ　Ｎｏ．

21発行
1998 8.28 募集要覧1998－ファクシミリ・サービス第2回

送信
1998 9.3 （財団研究）調査研究委員

会(1)
現在の研究体制の承認

1998 9.4 会員・職員名簿更新アンケート発送
1998 9.24 助成財団セミナー 経営史から見た「企業と企業財団－過去、現

在、未来」　明治大学名誉教授　由井常彦　参
加27名

1998 10.20 ＪＦＣ　ＶＩＥＷＳ　Ｎｏ．
22発行

1998 10.30 募集要覧1998－ファクシミリ・サービス第3回
送信

1998 10.31 「助成財団-決定要
覧1998」発行

1998 11.4 助成財団セミナー 国際社会から見た日本－これからの助成活動に
期待するもの
　参議院議員　広中和歌子　参加30名

1998 11.20 助成財団セミナー 国際シンポジウム
「アジア･オセアニアにおける市民社会の構築－
助成財団の対話と協力-」
基調講演　北沢洋子　参加100名

1998 11.21 助成財団セミナー 東京フォーラム-アジア･オセアニアの助成財団
の国際協力に関する会議
参加33名

1998 12.20 ＪＦＣ　ＶＩＥＷＳ　Ｎｏ．
23発行

1998 12.21 募集要覧1998－ファクシミリ・サービス第4回
送信
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
1999 1.15 （財団研究）研究会(4) アメリカの先行研究とフォード財団についての報

告。謝辞統計研究の案
1999 2.19 （財団研究）研究会(5) セゾン文化財団より財団の概要説明
1999 2.20 ＪＦＣ　ＶＩＥＷＳ　Ｎｏ．

24発行
1999 2.26 募集要覧1998－ファクシミリ・サービス第5回

送信
1999 3.2 常任委員会（第2回） 日時　平成11年3月2日

場所　助成財団センター会議室
議題　1　1999年度事業計画（案）および収支予
算（案）
　　　　2　理事･監事候補者について
　　　　3　評議員候補者について
　　　　4　常任委員候補者について
　　　　5　個人会員の募集活動について
　　　　6　調査研究会の経過報告について

1999 3.5 助成財団セミナー 市民社会の構築に向けて-財団活動に期待する
もの-
日本経済新聞社　小島明　参加30名

1999 3.19 第30回理事会 日時　平成11年3月19日
場所　助成財団センター会議室
議題　報告1　1998年度事業実施状況
　　　　報告2　1998年度収支決算見込
　　　　議案1　1999年度事業計画および収支予
算
　　　　議案2　評議員選任の件
　　　　その他　常任委員の件
　　　　　　　　　調査研究会の件
　　　　　　　　　個人会員の募集活動の件

1999 3.19 第25回評議員会 日時　平成11年3月19日
場所　助成財団センター会議室
議題　報告1　1998年度事業実施状況
　　　　報告2　1998年度収支決算見込
　　　　議案1　1999年度事業計画および収支予
算
　　　　議案2　理事･監事選任の件
　　　　その他　常任委員の件
　　　　　　　　　調査研究会の件
　　　　　　　　　個人会員の募集活動の件

1999 3.24 （財団研究）研究会(6) 旭硝子財団より財団の概要説明
1999 3.31 -山口日出夫　専務理事 センターＷＥＢサイト開設



助成財団センターの歴史年表 久須美作成

61/80

年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
1999 4.1 +浅村裕　専務理事 第31回理事会 日時　平成11年4月1日

場所　助成財団センター会議室
議題　議案1　理事長選任の件
　　　　議案2　専務理事選任の件

1999 4.20 ＪＦＣ　ＶＩＥＷＳ　Ｎｏ．
25発行

1999 4.30 「助成財団－募集要
覧1999」発行

1999 5.7 （財団研究）研究会(7) 日本心臓財団より財団の概要説明
1999 6.8 常任委員会（第1回） 日時　平成11年6月8日

場所　助成財団センター会議室
議題　1　1998年度事業報告および決算決算案
等
　　　　2　財政基盤整備（案）

1999 6.11 （財団研究）研究会(8) 庭野平和財団より財団の概要説明
1999 6.20 ＪＦＣ　ＶＩＥＷＳ　Ｎｏ．

26発行
1999 6.23 第32回理事会 日時　平成11年6月23日

場所　助成財団センター会議室
議題　議案1　1998年度事業報告および決算報
告
　　　　議案2　助成財団センターの財政基盤整
備の件
　　　　その他　調査研究会の件
　　　　　　　　　ホームページのアクセス状況

1999 6.23 第26回評議員会 日時　平成11年6月23日
場所　助成財団センター会議室
議題　議案1　1998年度事業報告および決算報
告
　　　　議案2　助成財団センターの財政基盤整
備の件
　　　　その他　調査研究会の件
　　　　　　　　　ホームページのアクセス状況

1999 7.5 募集要覧1999－ファクシミリ・サービス第1回
送信

1999 7.5 助成財団セミナー 地域社会と共に－市民活動を通じて感じたこと、
女性財団への期待－　谷根千工房　森まゆみ
参加22名

1999 7.10 （財団研究）研究会(9) 自然保護助成基金より財団の概要説明
1999 7.12 助成財団データベース更新アンケート発送
1999 7.29 助成財団セミナー 助成財団の管理と運営－初任者研修－

熊谷（内藤）　参加35名

+伊藤勝義　トヨタ出向から
センター専任に
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
1999 8.20 ＪＦＣ　ＶＩＥＷＳ　Ｎｏ．

27発行
1999 8.30 募集要覧1999－ファクシミリ・サービス第2回
1999 9.6 助成財団セミナー 民族の固有な文化を世界へ向かって説明する

人たちを援ける　－世界文化遺産学とアンコー
ル遺跡－

1999 9.16 （財団研究）研究会(10) 丸紅基金より財団の概要説明
1999 9.22 会員・職員名簿更新アンケート発送
1999 9.27 助成財団セミナー 第5回　ＪＦＣ　Ｍａｔｅｓ　「財団で働く人々のネット

ワークづくり」　参加20名
1999 10.20 ＪＦＣ　ＶＩＥＷＳ　Ｎｏ．

28発行
1999 10.22 （財団研究）研究会(11) 吉田育英会より財団の概要説明
1999 10.29 募集要覧1999－ファクシミリ・サービス第3回

送信
1999 10.31 「助成財団-決定要

覧1999」発行
1999 11.19 （財団研究）研究会(12) 東レ科学振興会より財団の概要説明
1999 11.25 助成財団セミナー 会員の集いと併催 公開シンポジウム

「高齢化社会に向けての財団の挑戦　－医療、
介護そして生活環境」
基調講演　日本地域福祉学会会長　三浦文夫
参加74名

1999 12.17 助成財団セミナー 第6回　ＪＦＣ　Ｍａｔｅ　「21世紀的、住み方・暮らし
方を考える」　参加47名

1999 12.20 ＪＦＣ　ＶＩＥＷＳ　Ｎｏ．
29発行

1999 12.24 募集要覧1999－ファクシミリ・サービス第4回
送信

1999 12.27 （財団研究）研究会(13)
小調査研究委員会(2)

助成財団センターより財団の概要説明。研究会
の今後

2000 2.1 「助成団体要覧2000
発行」

2000 2.20 ＪＦＣ　ＶＩＥＷＳ　Ｎｏ．
30発行

2000 2.25 募集要覧1999－ファクシミリ・サービス第5回
送信
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
2000 3.13 常任委員会（第2回） 日時　平成12年3月13日

場所　助成財団センター会議室
議題　1　2000年度事業計画（案）および収支予
算（案）
　　　　2　評議員候補者について
　　　　3　企画・編集検討委員会について
　　　　4　調査研究会の経過報告について
　　　　5　平成11年度入会状況について
　　　　6　「ＪＦＣ　ＶＩＥＷＳ」アンケート結果につい
て
　　　　7　ホームページのアクセス状況について

2000 3.24 第33回理事会 日時　平成12年3月24日
場所　助成財団センター会議室
議題　報告1　1999年度事業実施状況
　　　　報告2　1999年度収支決算見込
　　　　議案1　2000年度事業計画および収支予
算
　　　　議案2　評議員選任の件
　　　　その他　企画・編集検討委員会の件
　　　　　　　　　調査研究会の経過報告の件
　　　　　　　　　平成11年度入会状況の件
　　　　　　　　　「ＪＦＣ　ＶＩＥＷＳ｣アンケート結果の
件
　　　　　　　　　ホームページのアクセス状況の件

2000 3.24 第27回評議員会 日時　平成12年3月24日
場所　助成財団センター会議室
議題　報告1　1999年度事業実施状況
　　　　報告2　1999年度収支決算見込
　　　　議案1　2000年度事業計画および収支予
算
　　　　その他　企画・編集検討委員会の件
　　　　　　　　　調査研究会の経過報告の件
　　　　　　　　　平成11年度入会状況の件
　　　　　　　　　「ＪＦＣ　ＶＩＥＷＳ｣アンケート結果の
件
　　　　　　　　　ホームページのアクセス状況の件

2000 4.30 「助成財団－募集要
覧2000」発行
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
2000 5.23 常任委員会（第1回） 日時　平成12年5月23日

場所　助成財団センター会議室
議題　1　1999年度事業報告及び収支決算案等
　　　　2　理事候補者について
　　　　3　評議員候補者について
　　　　4　財政基盤強化に関する当面の対策に
ついて
　　　　5　調査研究会収支報告について
　　　　6　平成12年度「助成財団セミナー等」の
開催方針について

2000 5.31 ＪＦＣ　ＶＩＥＷＳ　Ｎｏ．
31発行

2000 6.7 第34回理事会 日時　平成12年6月7日
場所　助成財団センター会議室
議題　議案1　1999年度事業報告および決算報
告
　　　　議案2　評議員選任の件
　　　　その他　財政基盤強化に関する当面の対
策について
　　　　　　　　　調査研究会収支報告について
　　　　　　　　　平成12年度「助成財団セミナー」
等の開催方針について

2000 6.7 第28回評議員会 日時　平成12年6月7日
場所　助成財団センター会議室
議題　議案1　1999年度事業報告および決算報
告
　　　　議案2　理事選任の件
　　　　その他　財政基盤強化に関する当面の対
策について
　　　　　　　　　調査研究会収支報告について
　　　　　　　　　平成12年度「助成財団セミナー」
等の開催方針について

2000 6.29 助成財団セミナー 助成財団の管理と運営（1）－初任者研修－
助成財団センター理事･参与　熊谷康夫　参加
29名

2000 6.30 募集要覧2000－ファクシミリ・サービス第1回
送信

2000 7.7 助成財団セミナー 助成財団の管理と運営（2）－初任者研修－
助成財団センター理事･参与　熊谷康夫　参加

2000 7.28 助成団体データベース更新アンケート発送
2000 7.31 ＪＦＣ　ＶＩＥＷＳ　Ｎｏ．

32発行
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
2000 8.3 助成財団セミナー 超低金利下での財団運営－資金運用と募金活

動－
野村証券　高田和重課長　参加35名

2000 8.30 募集要覧2000－ファクシミリ・サービス第2回
送信

2000 9.26 会員・職員名簿更新アンケート発送
2000 9.26 助成財団セミナー 国立情報学研究所見学会とホームページの作り

方･運用法
情報研　アプリ課長布施勇　参加34名

2000 10.20 ＪＦＣ　ＶＩＥＷＳ　Ｎｏ．
33発行

2000 10.31 募集要覧2000－ファクシミリ・サービス第3回
送信

2000 10.31 「助成財団-決定要
覧2000」発行

2000 11.20 助成財団セミナー 公開シンポジウム
「下北半島地域総合環境調査報告」－自然環境
と文明社会発展の調和を模索する－
基調講演　北大文学部　鈴木延夫　助教授
参加54名

2000 12.18 助成財団セミナー 科研費が急増する中での民間助成財団の役割
講演「残されたフロンティア」　筑波大　加藤毅講
師
参加56名

2000 12.25 募集要覧2000－ファクシミリ・サービス第4回
送信

2000 12.25 常任委員会（第2回） 日時　平成12年12月25日
場所　助成財団センター会議室
議題　1　役員等人事について
　　　　2　当センターの財政再建について
　　　　3　情報整備特別会費について
　　　　4　情報提供サービスの充実について

2001 1.20 ＪＦＣ　ＶＩＥＷＳ　Ｎｏ．
34発行

2001 2.27 募集要覧2000－ファクシミリ・サービス第5回
送信
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
2001 3.12 常任委員会（第3回） 日時　平成13年3月12日

場所　助成財団センター会議室
議題　1　2001年度事業計画（案）及び収支予算
（案）
　　　　2　当センターの財政再建について
　　　　3　情報整備プロジェクトについて
　　　　4　理事・監事候補者について
　　　　5　評議員候補者について
　　　　6　常任委員候補者について
　　　　7　企画･編集検討委員候補者について
　　　　8　平成13年度「助成財団セミナー｣等の
開催方針について

2001 3.23 第35回理事会 日時　平成13年3月23日
場所　助成財団センター会議室
議題　報告1　2000年度事業実施状況
　　　　報告2　2000年度収支決算見込
　　　　議案1　2001年度事業計画および収支予
算
　　　　議案2　評議員選任の件
　　　　その他　常任委員の件
　　　　　　　　　企画・編集検討委員の件
　　　　　　　　　調査研究会の経過報告の件
　　　　　　　　　平成13年度「助成財団セミナー」
等の開催方針の件

2001 3.23 第29回評議員会 日時　平成13年3月23日
場所　助成財団センター会議室
議題　報告1　2000年度事業実施状況
　　　　報告2　2000年度収支決算見込
　　　　議案1　2001年度事業計画および収支予
算
　　　　議案2　理事･監事選任の件
　　　　その他　常任委員の件
　　　　　　　　　企画・編集検討委員の件
　　　　　　　　　平成13年度「助成財団セミナー」
等の開催方針の件

2001 3.27 情報整備プロジェクト委員
会

決定情報の電子化についてアンケートを実施す
ることとし、4.3アンケート。4.10集約。

2001 3.? 英文版助成団体要
覧2000発行

国際交流基金Center for Global Partnership と
の共同による。A4版273頁、1200部。発行日不
明2001 4.2 第36回理事会 2001年度以降「年報」なし 日時　平成13年4月2日
場所　助成財団センター会議室
議題　議案1　理事長選任の件
　　　　議案2　専務理事選任の件

理事長木村尚三郎
専務理事浅村裕
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
2001 4.19 情報整備プロジェクト委員

会
アンケート結果の分析

2001 4.20 ＪＦＣ　ＶＩＥＷＳ　Ｎｏ．
35発行

2001 4.30 「助成財団－募集要
覧2001」発行

2001 5.11 助成財団セミナー 財団活動の評価（１）　片山正夫（セゾン）、田中
弥生（ＳＰＦ）　参加30名

2001 5.21 助成財団に聴くセミナー 日本ＮＰＯセンターと共催 「トヨタ財団」に聴く　渡辺元（トヨタ）
2001 5.23 助成財団セミナー 財団活動の評価（2）　片山正夫（セゾン）、田中

弥生（ＳＰＦ）　参加30名
2001 5.24 情報整備プロジェクト委員

会
技術面について情報環境デザイン、知識計画の
専門家の意見を聴取

2001 5.25 助成財団セミナー 助成財団の管理と運営（１）　－初任者研修-
東京開催　熊谷　参加30名

2001 6.12 常任委員会（第1回） 日時　平成13年6月12日
場所　助成財団センター会議室
議題　1　2000年度事業報告案について
　　　　2　2000年度決算報告案について
　　　　3　寄附行為変更案について
　　　　4　情報整備プロジェクトについて
　　　　5　財政状況の推移について

2001 6.13 助成財団セミナー 助成財団の管理と運営（2）　－初任者研修-　大
阪開催　熊谷　参加30名

2001 6.21 第37回理事会 寄附行為変更は住所移転など 日時　平成13年6月21日（木）午後3時～4時半
場所　助成財団センター会議室
議題　議案1　2000年度事業報告および決算報
告
　　　　議案2　寄附行為変更の件
　　　　報告1　2001年度事業計画について
　　　　報告2　「情報整備プロジェクト」について
　　　　報告3　2001年度収支予算について
　　　　報告4　助成財団センターの財政状況の
推移について

2001 6.21 第30回評議員会 日時　平成13年6月21日（木）午後3時～4時半
場所　助成財団センター会議室
議題　議案1　2000年度事業報告および決算報
告
　　　　議案2　寄附行為変更の件
　　　　報告1　2001年度事業計画について
　　　　報告2　「情報整備プロジェクト」について
　　　　報告3　2001年度収支予算について
　　　　報告4　助成財団センターの財政状況の
推移について

常任委員会
委員長　浅村専務理事
委員　石川睦夫（住友）、
石崎登（三菱）、岩井繁明
（岩谷）、熊谷康夫、林和
夫（上原）
欠席　黒川千万喜（トヨ
タ）
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
2001 6.29 募集要覧2001－ファクシミリ・サービス第1回

送信
2001 7.16-17 ＡＰＰＣバリ会議 浅村専務理事出席
2001 7.20 ＪＦＣ　ＶＩＥＷＳ　Ｎｏ．

36発行
2001 7.28 事務所移転 経費削減のため
2001 8.19-23 ＣＩＶＩＣＵＳ第4回世界大会（バンクーバ） 浅村専務理事出席
2001 9.3 募集要覧2001－ファクシミリ・サービス第2回

送信
2001 9.11 助成財団セミナー 国立情報学研究所見学会とホームページの維

持管理･改訂
情報研　アプリ課長川瀬正幸　久須美（トヨタ）、
桜林（松下）　参加31名

2001 10.5 情報整備プロジェクト委員
会

各財団のＩＴ化バックアップについて検討

2001 10.20 ＪＦＣ　ＶＩＥＷＳ　Ｎｏ．
37発行

2001 10.24 情報整備プロジェクト委員
会

ホームページパックの開発について決定

2001 10.31 「助成財団-決定要
覧2001」発行

本号をもって決定要覧は廃刊

2001 11.1 募集要覧2001－ファクシミリ・サービス第3回
2001 11.2 助成財団セミナー 助成財団からの情報発信－広報活動を考える

－
2001 11.21 情報整備プロジェクト委員

会
ホームページパックの内容検討。会員の集いで
のＰＲ

2001 12.6 助成財団に聴くセミナー 日本ＮＰＯセンターと共催 「ＮＰＯと財団との新しい出会い」　片山（セゾ
ン）、山中千花（安田火災環境）、青木智弘（トヨ

2001 12.21 会員の集い 「助成財団の当面する課題」
公法協　太田達男
研究調査プロジェクト報告　中山茂ほか
参加86名

2001 12.21 「平成13年度版　会
員・職員名簿」発行

2001 12.25 募集要覧2001－ファクシミリ・サービス第4回
送信

2002 1.30 ホームページ･パック 事業案内パンフレットを作成し会員に送付。パッ
ケージへの関心度アンケート実施

2002 1.20 ＪＦＣ　ＶＩＥＷＳ　Ｎｏ．
38発行

2002 1.31 「助成団体要覧
2002」発行
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
2002 2.14 常任委員会（第2回） 2001.12.23アルゼンチン共和国債デフォル

ト、12.28福建投資企業公司倒産
日時　平成14年2月14日
場所　経団連会館903号室
議題　1　助成財団センターの保有有価証券の
現状と収支の見通しについて

2002 2.28 募集要覧2001－ファクシミリ・サービス第5回
送信

ＦＡＸサービスはこの回をもって廃止

2002 3.4 常任委員会（第3回） 日時　平成14年3月4日
場所　トヨタ財団会議室
議題　1　2001年度収支決算見込について
　　　　2　2002年度事業計画案について
　　　　3　2002年度収支予算案について
　　　　4　収支の推移について
　　　　5　評議員候補者について
　　　　6　2002年度「助成財団セミナー」等の開
催方針について

2002 3.27 第38回理事会 アルゼンチン共和国債、福建投資企業公司
債の2銘柄1億9千万円のデフォルトについて
報告

日時　平成14年3月27日午後2時30分－3時30
分
場所　経団連会館902号室
議題　報告1　2001年度事業実施状況
　　　　報告2　2001年度収支決算見込
　　　　議案1　2002年度事業計画および収支予
算
　　　　議案2　評議員選任の件
　　　　その他　平成14年度「助成財団セミナー」
等の開催方針について

2002 3.27 第31回評議員会 日時　平成14年3月27日午後2時30分－3時30
分
場所　経団連会館902号室
議題　報告1　2001年度事業実施状況
　　　　報告2　2001年度収支決算見込
　　　　議案1　2002年度事業計画および収支予
算
　　　　その他　平成14年度「助成財団セミナー」
等の開催方針について

2002 4.6-14 公益法人協会主催「米国フィランソロピー調
査ミッション」

浅村専務理事参加

2002 4.20 ＪＦＣ　ＶＩＥＷＳ　Ｎｏ．
39発行

2002 5.17 政府行政改革推進事務局による有識者ヒア
リング

浅村専務理事が助成財団の立場を代表して「助
成財丹からみた現行の公益法人制度の問題点
と改革への提言」につき意見陳述

常任委員会
委員長　浅村専務理事
委員　石川、石崎、黒川、
熊谷、林
欠席　岩井

常任委員会
委員長　浅村専務理事
委員　石川、石崎、岩井、
黒川、熊谷、林
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
2002 5.20 助成財団セミナー 助成財団の管理と運営－初任者研修－

理事･参与　熊谷康夫　参加31名
2002 6.3 常任委員会（第1回） 日時　平成14年6月3日

場所　住友財団会議室
議題　1　基本財産の減損について
　　　　2　2001年度事業報告案について
　　　　3　2001年度決算報告案について

2002 6.21 第39回理事会 基本財産　301,065,000　→　213,825,001
特定基本財産　207,526,000 →
100,000,002
基金総額　508,591,000 →　313,825,003
損失　194,765,997円

日時　平成14年6月21日午後3時－4時30分
場所　経団連会館901号室
議題　議案1　基本財産の処分及び特定基本財
産の減損の件
　　　　議案2　2001年度事業報告及び決算報告
　　　　報告1　2002年度事業計画について
　　　　報告2　2002年度収支予算について
　　　　報告3　事務局体制について

2002 6.21 第32回理事会 日時　平成14年6月21日午後3時－4時30分
場所　経団連会館901号室
議題　議案1　基本財産の処分及び特定基本財
産の減損の件
　　　　議案2　2001年度事業報告及び決算報告
　　　　報告1　2002年度事業計画について
　　　　報告2　2002年度収支予算について
　　　　報告3　事務局体制について

2002 6.30
2002 7.19 助成財団セミナー 助成財団からの情報発信　－マスコミ展開の方

法論－
基調講演　森戸規雄　コメント　青柳潤一　参加

2002 7.20 ＪＦＣ　ＶＩＥＷＳ　Ｎｏ．
40発行

2002 8.6 メール通信創刊Ｎｏ．
1

ＪＦＣニュースとして創刊

2002 8.22 助成財団セミナー 財団とＮＰＯのための募金活動戦略
アジア財団副理事長　トーマス・フリン　参加33

2002 9.4 メール通信Ｎｏ．2送
信

2002 9.6 「公益法人制度の抜本的改革に向けて（論
点整理）」に対する意見書を政府行革推進
事務局に提出

8月2日づけ行革推進事務局より公表された論点
整理に対し、センターにて8月6日づけで会員の
意見を徴し、その結果を踏まえ当センターの見
解をまとめて意見書を作成

2002 9.20 メール通信Ｎｏ．3送
信

常任委員会
委員長　浅村専務理事
委員　石川、石崎、岩井、
黒川、熊谷

－伊藤勝義
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
2002 10.3 助成財団セミナー 国立情報学研究所見学会及び助成財団の業務

設計とデータベース化
山西秀幸、石原栄一（情報研）　久須美（トヨタ）
湯瀬（センター）　参加39名

2002 10.4 メール通信Ｎｏ．4送
信

2002 10.20 ＪＦＣ　ＶＩＥＷＳ　Ｎｏ．
41発行

2002 10.24 メール通信Ｎｏ．5送
信

2002 11.11 メール通信Ｎｏ．6送
信

2002 12.3 会員の集い 「アンコールワットの仏教遺跡保全プロジェクトの
現状」　上智大学石澤良昭教授　前田剛男研究
員
参加67名

2002 12.6 メール通信Ｎｏ．7送
信

2003 1.8 メール通信Ｎｏ．8送
信

2003 1.20 ＪＦＣ　ＶＩＥＷＳ　Ｎｏ．
42発行

2003 1.20 メール通信Ｎｏ．9送
信

2003 2.5 メール通信Ｎｏ．10送
信

2003 2.19 メール通信Ｎｏ．11送
信

2003 2.26 常任委員会（第2回） 日時　平成15年2月26日
場所　トヨタ財団会議室
議題　1　2002年度事業報告
　　　　2　2002年度収支見通し
　　　　3　2003年度事業計画案について
　　　　4　2003年度収支予算案について
　　　　5　役員等の改選について

2003 3.10 メール通信Ｎｏ．12送
信

常任委員会
委員長　浅村専務理事
委員　石川、石崎、岩井、
熊谷
欠席　黒川
オブザーバー　堀内、宮
川、蟹江
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
2003 3.20 第40回理事会 日時　平成15年3月20日午後2時30分－3時30

分
場所　経団連会館906号室
議題　報告1　2002年度事業実施状況
　　　　報告2　2002年度収支決算見込
　　　　議案1　2003年度事業計画および収支予
算
　　　　議案2　評議員選任の件
　　　　その他　常任委員会メンバーについて
　　　　　　　　　財団資産運用・管理内規につい
て

2003 3.20 第33回評議員会 日時　平成15年3月20日午後2時30分－3時30
分
場所　経団連会館906号室
議題　報告1　2002年度事業実施状況
　　　　報告2　2002年度収支決算見込
　　　　議案1　2003年度事業計画および収支予
算
　　　　その他　常任委員会メンバーについて
　　　　　　　　　財団資産運用・管理内規につい
て

2003 3.26 緊急集会「公益法人制度改
革をどう考えるか：助成財団
の立場から見た問題点」

講演　山岡義典（ＮＰＯセンター常務理事）
講演　浅村裕専務理事　　参加50名
集会の結果にもとづき「公益法人制度改革に関
する提言」をまとめ、公表

2003 3.31 センターＷＥＢサイト　リニューアル
2003 4.1 第41回理事会 日時　平成15年4月1日午後1時30分－2時

場所　経団連会館906号室
議題　議案1　理事長選任の件
　　　　議案2　専務理事選任の件

2003 4.1 トヨタ財団より久須美が出張派遣（1年間）
2003 4.3 メール通信Ｎｏ．13送

信
2003 4.20 ＪＦＣ　ＶＩＥＷＳ　Ｎｏ．

43発行
2003 4.22 メール通信Ｎｏ．14送

信
センターＰＣサーバーおよびクライアント機
器、プリンター入れ替え

2003 4.23 研修懇談会 資産運用について 「センターの資産運用に関する行政指導の報告
と資産運用に関する会員財団の情報交換会」
参加60名

2003 4.30 ｢助成財団　募集要
覧2003」発行

2003 5.21 研修懇談会 研修懇談会(管理職クラス) 新宿文化センター会議室　参加17名
2003 5.23 研修懇談会 研修懇談会（一般事務クラス） 新宿文化センター会議室　参加18名
2003 5.25 センターパンフレット作成 カラー印刷により随時作成、改訂することとする

理事長木村尚三郎
専務理事堀内生太郎

＋（久須美雅昭）
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
2003 5.29 メール通信Ｎｏ．15送

信
2003 5.31 会員管理システム完成（Ａｃｃｅｓｓ2000）
2003 6.2 常任委員会（第1回） 日時　平成15年6月2日

場所　トヨタ財団会議室
議題　1　2002年度事業報告及び収支決算案に
ついて
　　　　2　資産運用・管理規程の設定の件
　　　　3　会員規程の一部改定の件
　　　　4　理事・評議員選任（追加）の件
　　　　5　常任委員会メンバー追加の件
　　　　6　顧問に関する内規の改定と新規委嘱
の件
　　　　7　基本財産の処分に関する総務大臣承
認の件

2003 6.9 メール通信Ｎｏ．16送
信

2003 6.24 メール通信Ｎｏ．17送
信

第42回理事会 会員規程改定＝再入会は入会金不要とした
顧問＝浅村裕前専務理事

日時　平成15年6月24日午後3時－5時
場所　学士会館301号室
議題　議案1　2002年度事業報告及び決算報告
　　　　議案2　資産運用・管理規程制定の件
　　　　議案3　会員規程の一部改定の件
　　　　報告1　理事選任（追加）の件
　　　　報告2　顧問に関する内規の改定と新規
委嘱の件
　　　　報告3　常任委員会メンバー追加の件
　　　　報告4　基本財産の一部処分に関する総
務大臣承認の件

2003 6.24 第34回評議員会 日時　平成15年6月24日午後3時－5時
場所　学士会館301号室
議題　議案1　2002年度事業報告及び決算報告
　　　　議案2　資産運用・管理規程制定の件
　　　　議案3　会員規程の一部改定の件
　　　　報告1　理事選任（追加）の件
　　　　報告2　顧問に関する内規の改定と新規
委嘱の件
　　　　報告3　常任委員会メンバー追加の件
　　　　報告4　基本財産の一部処分に関する総
務大臣承認の件

2003 6.30 メール通信Ｎｏ．18送
信

常任委員会
委員長　堀内専務理事
委員　石川、石崎、岩井、
蟹江、熊谷、佐藤公彦、
二宮芳雄
オブザーバー　宮川

＋宮川守久　理事
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
2003 7.3 研修懇談会 研修懇談会（再び考える　公益法人制度改

革！）
新宿文化センター会議室　参加33名
「公益法人制度の抜本的改革に関する基本方
針」
内閣官房行政改革推進室　小山裕室長

2003 7.8 会員向け特別企画 会員向け特別企画「江戸大博覧会」見学な
らびに講演会

国立科学博物館　参加18名

2003 7.15 研修懇談会 研修懇談会（武田研究奨励賞に学ぶ） 国立情報学研究所　参加31名
「インターネットを活用した武田研究奨励賞の運
用」
武田計測先端知財団　ＰＯ嶋田一義ほか

2003 7.20 ＪＦＣ　ＶＩＥＷＳ　Ｎｏ．
44発行

2003 7.22 メール通信Ｎｏ．19送
信

2003 7.25 常任委員会（第2回） 日時　平成15年7月25日
場所　キャピトル東急ホテルあやめの間
議題　1　公益法人制度改革についてのセン
ターの対応について

2003 7.31 「助成財団の社会的
役割：あの時のあの
助成金」刊行

Ａ5判56頁　会員財団宛配布
要覧刊行中間年度の統計資料を含む

2003 8.2 編集モニター会議 ＪＦＣ　ＶＩＥＷＳ等センター刊行物についての検
討
参加者　青木智弘（トヨタ）、平井なか（住宅総
合）、長井祐子（日本心臓）、沖玲子（日産）

2003 8.5 研修懇談会 研修懇談会（これからの研究助成を考える
（1））

新宿文化センター会議室　参加53名
「科研費の過去・現在・未来：21世紀の知的基盤
形成を担う独創的・先駆的研究の推進」
文部科学省研究振興局学術研究助成課企画室
室長補佐　鈴木達也

2003 8.8 メール通信Ｎｏ．20送
信

2003 8.29 研修懇談会 研修懇談会（主務官庁による立ち入り検査：
最近の例）

新宿文化センター会議室　参加40名

2003 9.10 メール通信Ｎｏ．21送
信

2003 9.16 研修懇談会 研修懇談会（助成財団からの情報発信（3）
広報誌のあり方・作り方）

新宿文化センター会議室　参加23名
性の健康医学財団　総務部長　川崎猛彦

2003 9.19 常任委員会（第3回） 日時　平成15年9月19日
場所　助成財団センター
議題　1　公益法人制度改革について

常任委員会
委員長　堀内専務理事
委員　石川、石崎、岩井、
金沢、熊谷、佐藤、宮川

常任委員会
委員長　堀内専務理事
委員　石川、石崎、岩井、
金沢、蟹江、二宮、宮川
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
2003 9.25 研修懇談会 研修懇談会（これからの研究助成を考える

（2））
新宿文化センター会議室　参加30名
「学術をめぐる動向と日本学術振興会」
日本学術振興会　研究事業部長　宮嶌和男
 


2003 9.30 メール通信Ｎｏ．22送
信

2003 10.15 編集委員会（1） 「助成金応募ガイド　ＮＰＯ向け版」について
の委員会

2003 10.20 ＪＦＣ　ＶＩＥＷＳ　Ｎｏ．
45発行
メール通信Ｎｏ．23送
信

2003 10.31 研修懇談会 研修懇談会（これからの研究助成を考える
（3））

新宿文化センター会議室　参加24名
「研究者からみた民間研究助成」
元京都大学教授　石田紀郎、元東京農工大学
教授　小倉紀雄

2003 11.12 ミニ研修懇談会① ミニ研修懇談会（選考委員会について） 損保ジャパン記念財団会議室　参加11名
2003 11.19 研修懇談会 公益法人制度改革について（助成財団の対

応を考える）
新宿文化センター会議室　参加15名

2003 11.20 メール通信Ｎｏ．24送
信

ミニ研修懇談会② ミニ研修懇談会（選考委員会について)② 損保ジャパン記念財団会議室　参加6名

2003 11.21 会員に対し事務局運営に関するアンケート
2003 11.26 同前アンケート分析結果報告発送
2003 11.26 ミニ研修懇談会③ ミニ研修懇談会（選考作業について） 損保ジャパン記念財団会議室　参加14名
2003 11.28 編集委員会 「助成金応募ガイド　研究者向け版」につい

ての委員会

2003 12.5 メール通信Ｎｏ．25送
信

2003 12.11 ミニ研修懇談会④ ミニ研修懇談会（選考終了後の事務手続き
について）

損保ジャパン記念財団会議室　参加12名

2003 12.19 研修懇談会 研修懇談会（新しい動きを進めている財団に
聞く）

新宿文化センター会議室　参加19名
キリン福祉財団、旭硝子財団

2004 1.7 メール通信Ｎｏ．26送
信

委員長　堀内生太郎
委員　青木智弘（トヨタ）
高谷忠嗣（庭野）
田尻佳史（日本ＮＰＯセ）
富沢泰夫（損保Ｊ）
久須美、湯瀬

委員長　堀内生太郎
委員　石田嘉明（旭硝子）
三田美木子（松下視聴
覚）
久須美、湯瀬
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
2004 1.13 常任委員会（第4回） 日時　平成16年1月13日

場所　旭硝子財団会議室
議題　1　2003年度事業経過報告と短期借入金
について
　　　　2　2004年度の事業計画について
　　　　3　公益法人制度改革に対するセンターの
対応

2004 1.14 ミニ研修懇談会⑤ ミニ研修懇談会（助成事業に関する広報活
動について）

損保ジャパン記念財団会議室　参加8名

2004 1.20 ＪＦＣ　ＶＩＥＷＳ　Ｎｏ．
46発行

2004 1.27 研修懇談会 研修懇談会（これからの研究助成を考える
（4））

新宿文化センター会議室　参加20名
｢スモールグラントの可能性」
高木仁三郎記念基金　元選考委員長　吉岡斉、
鍋島報效会理事長　鍋島直晶

2004 1.28 ミニ研修懇談会⑥ ミニ研修懇談会（助成に関する新しい動向に
ついて）

損保ジャパン記念財団会議室　参加9名

2004 1.31 「助成団体要覧
2004」発行

定価9800円（税込）に改定

2004 2.5 研修懇談会 研修懇談会（新しい動きを進めている財団に
聞く・第2回）

新宿文化センター会議室　参加19名
ヤマト福祉財団、みずほ国際交流奨学財団

2004 2.10 ミニ研修懇談会⑦ ミニ研修懇談会（助成事業に関する広報活
動について）②

損保ジャパン記念財団会議室　参加12名

2004 2.10 出版物販売管理システム完成（Ａｃｃｅｓｓ
2000）

顧客管理、ＤＭ発送から伝票発行、宛名印字、
集計などまで一貫して行うシステム

2004 2.12 メール通信Ｎｏ．27送
信

2004 2.16 編集委員会（2） 「助成金応募ガイド　ＮＰＯ向け版」について
の委員会　第2回

2004 2.18 ミニ研修懇談会⑧ ミニ研修懇談会（贈呈式・表彰式の運営につ
いて）

損保ジャパン記念財団会議室　参加9名

2004 2.20 「助成財団　研究者
のための助成金応募
ガイド2004」発行

定価2500円、2000部作成。センターにて販売
従来の「助成財団募集要覧」を研究者向けと、Ｎ
ＰＯ向けに分冊

2004 2.20 情報委員会 情報整備プロジェクトに関する委員会
・国立情報学研究所へのデータ提供の具体策な
ど検討

常任委員会
委員長　堀内専務理事
委員　石川、石崎、岩井、
金沢、蟹江、熊谷、二宮、
宮川

委員　石田嘉明（旭硝子）
委員　久須美雅昭
アドバイザー　小川唯史
（知識計画）
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
2004 2.23 国立情報学研究所と民間助成成果概要

データの扱いについて折衝
情報研にて打合せ
センター久須美、湯瀬　　情報研石原課長
後日、情報研が蓄積した約1万6千レコードをＣＤ
にて移譲。旭硝子財団よりの15万円の補助に
て、ＳＧＭＬのデータ分析をラティオ･インターナ
ショナルに発注し、センターのＤＢに収納

2004 3.2 常任委員会（第5回） 日時　平成16年3月2日
場所　大正製薬本社8階会議室
議題　1　第43回理事会、35回評議員会議案事
前審議
　　　　2　理事長人事について
　　　　3　公益法人制度改革に対するセンターの
対応

2004 3.15 メール通信Ｎｏ．28送
信

2004 3.18 ホームページ･パワーアップ・サービス立ち
上げ

国立情報学研究所と連携した助成成果概要
データベースの拡充に合わせて、各財団のサイ
トにセンターデータベースの検索を埋め込む形
の新しいサービスを開発。
パンフレットを作成し、個別営業を開始。

2004 3.19 第43回理事会 日時　平成16年3月19日午前10時－12時
場所　学士会館301号室
議題　報告1　2003年度事業経過報告
　　　　報告2　2003年度収支決算見込
　　　　議案1　2004年度事業計画および収支予
算

2004 3.19 第35回評議員会 日時　平成16年3月19日午前10時－12時
場所　学士会館301号室
議題　報告1　2003年度事業経過報告
　　　　報告2　2003年度収支決算見込
　　　　議案1　2004年度事業計画および収支予
算

2004 3.20 「助成財団　ＮＰＯ・
市民活動のための助
成金応募ガイド
2004」発行

定価2000円、1500部作成。センターにて販売

2004 4.1 トヨタ財団より久須美が出張派遣（1年間延長)
2004 4.5 助成成果概要データ作成のためアルバイト

を雇用
小島志恵　4月5日より2ヶ月を予定

2004 4.6 メール通信Ｎｏ．29送
信

2004 4.9 報告会 「有識者会議」の中間報告についての緊急
報告会

ＴＢＲビル会議室　参加39名

常任委員会
委員長　堀内専務理事
委員　石川、石崎、岩井、
金沢、熊谷、佐藤、二宮、
宮川
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
2004 4.16 メール通信Ｎｏ．30送

信
2004 4.20 ＪＦＣ　ＶＩＥＷＳ　Ｎｏ．

47発行
2004 4.25 「助成財団ＩＴ化ガイ

ド」発行
500部作成。頒布価格500円。以後4回のＩＴ関連
研修懇談会でテキストとして使用。

2004 5.10 常任委員会（第1回） 日時　平成16年5月10日
場所　住友財団会議室
議題　1　第44回理事会、評議員会議案
　　　　2　「議論の中間整理」に対するセンターの
意見
　　　　3　次期役員人事等について

2004 5.21 メール通信Ｎｏ．31送
信

研修懇談会 助成財団とＩＴ（１）　パソコンの潜在能力 東京財団会議室　参加20名

2004 5.31 第44回理事会 日時　平成16年5月31日午後3時－4時15分
場所　学士会館301号室
議題　議案1　2003年度事業報告および収支決
算
　　　　議案2　評議員選任
　　　　議案3　委員会等規程の改正

2004 5.31 第36回評議員会 日時　平成16年5月31日午後3時－4時15分
場所　学士会館301号室
議題　議案1　2003年度事業報告および収支決
算
　　　　議案2　理事選任
　　　　議案3　委員会等規程の改正

2004 6.7 研修懇談会 初任者研修 新宿文化センター会議室　参加16名
2004 6.18 研修懇談会 助成財団とＩＴ（2）　一覧表型データの活用と

蓄積について
東京財団会議室　参加26名

2004 6.29 メール通信Ｎｏ．32送
信

2004 7.8 研修懇談会 初任者研修：資産運用の基礎知識 新宿文化センター会議室　参加11名
三菱証券　十枝道生課長

2004 7.15 常任委員会（第2回） 日時　平成16年7月15日
場所　住友財団会議室
議題　1　第1四半期のセンターの動向
　　　　2　助成財団センターの資金運用につい
て
　　　　3　その他（専門委員会規定について）

2004 7.16 メール通信Ｎｏ．33送
信

2004 7.23 研修懇談会 助成財団とＩＴ（3）　ＤＴＰとプレゼンテーショ
ン

東京財団会議室　参加16名

2004 7.27 ＪＦＣ　ＶＩＥＷＳ　Ｎｏ．
48発行

常任委員会
委員長　堀内生太郎
委員　石川、石崎、金沢、
蟹江、熊谷、佐藤、二宮、
宮川

常任委員会
委員長　堀内専務理事
委員　石川、石崎、蟹江、
佐藤、二宮、宮川
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
2004 7.28 総務省に対し、センターの債券処分案を説

明
第2回常任委員会での検討結果にもとづき、セン
ター保有の債券のうち、リスクの見込まれるもの
を売却処分することについて説明。

2004 7.30 成果概要データ入力アルバイト雇用終了

2004 8.5 成果概要データ提供依頼状を会員等237団
体宛発送

国立情報学研究所が民間助成成果概要データ
の作成をセンターに依頼することを受けて、セン
ターと各財団間で覚書を交換

2004 8.6 メール通信Ｎｏ．34送
信

2004 8.24 第45回理事会 日時　平成16年8月24日午後2時－4時
場所　学士会館301号室
議題　議案1　基本財産の一部処分に関する認
可申請の件
　

2004 8.24 第37回評議員会 日時　平成16年8月24日午後2時－4時
場所　学士会館301号室
議題　議案1　基本財産の一部処分に関する認
可申請の件
　

2004 8.25 研修懇談会 資産運用　－仕組み債－ 新宿文化センター会議室　参加26名
三菱証券　十枝道生、金井淳一

2004 8.27 会員向け専用ＷＥＢサイト「助成財団フォー
ラム」開設

開設案内ならびにＩＤ、パスワードを会員財団宛
発送

2004 9.3 メール通信Ｎｏ．35送
信

2004 9.10 研修懇談会 助成財団とＩＴ（4）　ＷＥＢサイトの活用 東京財団会議室　参加26名

2004 9.24 国立情報学研究所と民間助成成果概要
データの扱いについて覚書等検討

2004 10.20 メール通信Ｎｏ．36送
信

2004 11.2 科学技術振興機構と民間助成財団データの
提供について検討

2004 11.8 常任委員会（第3回）(拡大) 日時　平成16年11月8日
場所　学士会館310号室
議題　1　理事長選任について
　

2004 11.16 メール通信Ｎｏ．37送
信

2004 12.15 メール通信Ｎｏ．38送
信

常任委員会
委員長　堀内生太郎
委員　石川、石崎、蟹江、
熊谷、佐藤、宮川
評議員　和泉、平本
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年 月日 役員 委員 職員 刊行物 主要会合 事項（事業日誌等より） 事項詳細
2005 1.13 常任委員会（第4回） 日時　平成17年1月13日

場所　助成財団センター
議題　1　理事長候補について
　　　　2　助成財団センターの将来構想につい
て
　　　　3　その他

2005 1.18 メール通信Ｎｏ．39送
信

2005 1.26 編集委員会 「助成金応募ガイド　研究者向け版」につい
ての委員会

2005 2.14 常任委員会（第5回） 日時　平成17年2月14日
場所　学士会館310号室
議題　1　基本財産の処分について
　　　　2　役員改選について
　　　　3　事業経過報告と新年度予算について
　　　　4　その他

2005 2.15 編集委員会 「助成金応募ガイド　NPO向け版」について
の委員会

2005 2.25 メール通信Ｎｏ．40送
信

2005 2.25 「助成財団　研究者
のための助成金応募
ガイド2005」発行

定価2500円、2000部作成。センターにて販売

2005 3.22 第46回理事会
2005 3.25 「助成財団　ＮＰＯ・

市民活動のための助
成金応募ガイド
2005」発行

定価2000円、1500部作成。センターにて販売

常任委員会
委員長　堀内生太郎
委員　石川、石崎、金沢、
蟹江、熊谷、佐藤、二宮、
宮川

委員長　堀内生太郎
委員　石田嘉明（旭硝子）
三田美木子（松下視聴
覚）
久須美、湯瀬
常任委員会
委員長　堀内生太郎
委員　石川、石崎、金沢、
蟹江、熊谷、佐藤、二宮、
宮川

委員長　堀内生太郎
委員　青木智弘（トヨタ）
坂本憲治（日本NPOセ）
高谷忠嗣(庭野）富澤泰
夫(損保ジャパン)久須
美、湯瀬、塩沢
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