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第１期  平成 1７年度事業報告書 

特定非営利活動法人 画像による文化財復元研究会 
 

Ⅰ 事業期間  
平成１７年８月２５日～平成１８年３月３１日 
 

Ⅱ 事業方針 
今後、本法人の事業のうち、成立初年度である本年度は、復元技術に関する

啓発事業と、実際の復元作業と、海外の文化財の復元及び技術者育成事業を

行う。 
 
Ⅲ 事業の成果 

 今年度は、当法人の活動紹介も兼ね、自主企画で画像による復元を行い、

展示発表した。その復元をきっかけに、多くのメディアに取り上げてもらい、

外の活動団体とも知り合う事が出来た。地元への広報効果は充分得られたと

考えている。また当初計画になかった画像の研究を伴う資料複製も行った。

海外の復元事業は打ち合わせから、少しずつ進み始めている。 
 
 

Ⅳ 事業の実施状況 
1特定非営利活動に係る事業 

(1)事業名  文化財保護と復元に関する講演等、啓発 事業  

 

内容 各市町村教育委員会担当者への復元技術説明  

実際の復元例を持ち、教育委員会の文化財担当者を訪ねているが、今事業年

度ではそれら訪ねた方々に、自主企画の展示案内を送付した。 
 
（名称）教育委員会まわり 
実施場所 近畿地区 
実施日時 平成 17年 年内に 11回 
事業の対象者 近畿地区各市町村教育委員会 文化財担当者 
収入 0円 
支出 55,000円 

 
（名称）自主企画の案内送付 
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実施場所 近畿地区 
実施日時 平成 17年 10月 
事業の対象者 近畿地区各市町村教育委員会 文化財担当者 
収入 0円 
支出 2,400円 

 
内容 （文化財保護イベント）での復元技術紹介  

今事業年度では、枚方宿鍵屋資料館での展示に合わせ、展示資料を基にレク

チャーと、復元過程や実際の復元画像の展示を行った。 
 
（名称）文化財復元レクチャー 「欄間絵が復元されるまで」 
実施場所 大阪府枚方市 市立枚方宿鍵屋資料館 
実施日時 平成 17年 11月 27日・12月 4日・12月 11日 
事業の対象者 資料館の来館者 
収入 0円 
支出 0円 

   
 
 

(2)事業名  文化財復元及び解読 事業 

 
内容 文化財等の復元及び解読  

初年度である今回は、団体の活動周知などを考え、自主企画として枚方市の

文化財復元と復元結果の公開発表を行った。 
 
（自主企画） 
（名称）甦る淀川の情景－枚方宿鍵屋資料館別棟欄間絵の復元および展示－ 
復元対象 枚方宿鍵屋資料館別棟・欄間絵 
実施場所 大阪府枚方市 
実施日時 平成 17年 9月～平成 18年 1月 

（内、公開展示は 11月 23日～12月 12日） 
事業の対象者 大阪府枚方市の方々、及び文化財に興味を持っている

方々 
収入 411,110円 
支出 216,651円 

 



特定非営利活動法人画像による文化財復元研究会「第１期平成 1７年度事業報告書」  
 

3/5 

 
(3)事業名  海外の文化財復元 事業 

 
内容 海外文化財の復元事前調査  

現在一件の事業が進行中である。今事業年度では、現地の担当者と一度顔を

合わせ、打ち合わせを行った。その後、電話、メールでやり取りをしながら、

第一次許可申請の為の計画書と団体の紹介資料を現地担当者に送付した。 
 
（名称）現地担当者との打ち合わせ 
実施場所 枚方市 牧野阪 1丁目 23番 5号 
実施日時 平成 17年 9月 17日 
事業の対象者 海外現地文化財の保護、研究を行おうとしている方 
収入 0円 
支出 0円 

 
 

（名称）資料送付    
実施場所 枚方市 牧野阪 1丁目 23番 5号 
実施日時 平成 17年 11月 
事業の対象者 海外現地文化財の保護、研究を行おうとしている方 
収入 0円 
支出 17,244円 

 
 

(4)事業名  文化財復元技術者の育成 事業 

 
内容 復元技術者育成  

当法人成立日以前から、正会員 2 名が、研修生として復元作業などに関わっ
た。研修旅行や、学会参加、文化財見学などを行うが、今事業年度期間は、

実際の復元作業をとおし研修を行う。 
 
（名称）復元の研究と講習、また実践 
実施場所 枚方市 牧野阪 1丁目 23番 5号 
実施日時 成立時～平成 18年 3月 31日 
事業の対象者 当法人 正会員 2名 
収入 0円 



特定非営利活動法人画像による文化財復元研究会「第１期平成 1７年度事業報告書」  
 

4/5 

支出 0円 
 

(５)事業名  その他目的を達成するために必要な活動 

 
内容  文化資料の複製制作 

法人の技術研究と、資料の複製を実物の代わりに展示する事による文化財保

護の為、文化的財産の複製を制作した。 
 
（名称）枚方市教育委員会所有文化資料の複製制作   
実施場所 枚方市 牧野阪 1丁目 23番 5号  
実施日時 平成 17年 9月～11月 
事業の対象者 文化資料を持っている方、及び技術研究者 
収入 519,750円 
支出 19,273円 

 
 

Ⅴ 会員総会の開催状況 
第一回通常総会 
（日時）    平成１８年６月１８日 １５時 00 分から１６時 00 分まで 

（場所）    枚方市牧野阪 1丁目 23 番 5号  

（会員総数）  １６名 

（出席者数）  ８名（うち委任状出席者４名） 

（内容） 

① 代表理事 大隈 剛由氏が、開会の辞をのべた。 

② 議長の選任について諮ったところ、満場一致をもって大隈 剛由      

氏を選任した。 

③ 続いて、議長のあいさつの後議案の審議に入った。 

第１号議案 平成１７年度の事業報告承認の件 

審議の結果、全員一致で可決承認 

第２号議案 平成１７年度収支決算承認の件 

審議の結果、全員一致で可決承認 

第３号議案 平成１８年度の事業計画、および収支予算決定の件 

審議の結果、全員一致で可決承認 

第４号議案 役員の選任に関する件第１号議案 

審議の結果、全員一致で可決承認  

（議長は、添付書類「平成１７年度事業報告書」「平成１７年度決算書（財産
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目録、貸借対照表、収支計算書）」に基づき、各議案の報告と説明を行った後、

各議案に関して承認を求めたところ満場異議なく承認可決した。） 

 

第５号議案 定款変更について 

議長は主たる事務所を移転する為、定款第２条を次のように変更したい旨を

議場に諮ったところ、満場一致をもって可決決定した。 

（事務所） 

第 2条 この法人は、主たる事務所を大阪府枚方市に置く。 

第６号議案 議事録署名人の選任の件 

議事録署名人について、議長より本日出席の上原 一恵氏、森 いづみ氏の

２名を指定したところ、満場異議なく承認された。 

④ 議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、閉会を宣した。 

 

Ⅵ 理事会その他の役員会の開催状況 
第一回理事会 平成１８年６月１８日 

（内容）  

定款の規定により、代表理事大隈剛由が議長に就任し、ただちに議案の審

議に入る。 

第１号議案 平成１７年度事業報告、決算報告・監査報告について 

議案について、大隈が説明、満場一致をもって承認 

第２号議案 平成１８年度事業計画案について 

議案について、大隈が説明、満場一致をもって承認 

第３号議案 平成１８年度予算案について 

議案について、大隈が説明、満場一致をもって承認 

第４号議案 第一回通常総会開催について 

議案について、大隈が説明、満場一致をもって承認 

第５号議案 定款変更について 

議長は主たる事務所を移転する為、定款第２条を次のように変更したい旨

を議場に諮ったところ、満場一致をもって可決決定した。 

（事務所） 

第 2条 この法人は、主たる事務所を大阪府枚方市に置く。 

第６号議案 主たる事務所移転について 

議長は主たる事務所を平成 18年 8 月 1日に大阪府枚方市車塚 1丁目 1番 1

号に移転したい旨を述べ、これを議場に諮ったところ、満場一致をもって

可決決定した。 

 


