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令和 4(2022)年度（令和 4年 4月～令和 5年 3月）事業計画 
 

（一）事 業 

 １．公益目的事業 

 （１） 展示事業 

  （イ）常設展示 

久能山東照宮博物館 

令和 4 (2022)年 

2月 11日(金)～4月 11日(月)「「和」の世界」 以後、当面の間、休止 

 

日光山輪王寺宝物殿 

令和 4 (2022)年 

2月 10日(木)～4月 12日(火)「雪月花」   以後、当面の間、休止  

 

（ロ）主催（共催）企画展示 

・当面の間、貸出し休止 

 

（ハ）他団体主催展示会への特別協力・資料提供・資料閲覧対応 

 

・令和 4 (2022)年 9 月 17 日（月）～12 月 11 日（日）  

 「没後 150 年記念企画展 山内容堂（仮題）」 高知県立高知城歴史博物館 

・令和 5(2023)年 2 月 4 日（土）～3 月 19 日（日） 

「江雪左文字展（仮称）」ふくやま美術館 

     

     他、当面の間、貸出し休止  

     ※東京国立博物館寄託管理の刀剣のみ貸出を許可する。 

 

（ニ）マスコミ対応 

  ・取材依頼に応じて対応する 
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（２）顕彰・奨励事業 

 （イ）第 20回「德川賞」       1 名 賞状並びに副賞 100万円 

     令和 4 (2022)年 10 月発表、11月授与式 

 （ロ）第 20回「德川奨励賞」   5 名 奨励金 各 50 万円 

     令和 4 (2022)年 12 月発表、令和 5(2023)年 3月奨励金交付 

（ハ）両賞選考委員会開催 

     令和 4 (2022)年 7月、9月及び 12月 

    選考委員  （50 音順） 

大石 学   東京学芸大学名誉教授、独立行政法人日本芸術文化振興会 

榊原 悟   岡崎市美術博物館特任館長、群馬女子大学名誉教授 

佐藤孝之      東京大学名誉教授 

高埜利彦      学習院大学名誉教授 日本学術会議連携会員 

     田代和生    慶應義塾大学名誉教授 日本学士院会員 

 

（３）講座・講演会事業 

     （イ）講 座 

     古文書講座「徳川宗家文書を読む」  斯文会館（湯島聖堂） 

令和 3 (2021)年は春講座・秋講座とも中止 

令和 4 (2022)年の開催は新型コロナウィルス感染症の状況を見て判断 

（ロ）講演会（日本近世史に関する講演会） 

    （1） 共催 漢字文化振興協会 2回 

（2） 理事長の講演・インタビュー等 

（3） 財団学芸員が依頼に応じて対応する 

  （ハ）東京都江戸東京博物館 企画展関連講座・ミュージアムトーク 

     同館の休館（令和 4(2022)年 4月～令和 7(2025)年度中(予定)）に伴い休止 

 

（４）児童・生徒への教育・啓蒙及び生涯学習活動 

（イ）訪問学習 

依頼に応じて対応する 

（ロ）第８回「作文コンクール in 静岡」 

   令和 4 (2022)年 10 月審査 11月 表彰式 
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（ハ）第 19回「作文コンクール in 岡崎」 

    令和 4 (2022)年 10月審査 12月 表彰式 

 （ニ）家康公検定 2022 

    令和 4(2022)年 10 月検定試験 12月 表彰式 

 

（５）調査・研究 

  （イ）德川記念財団所蔵品並びに寄託資料の整理および調査・研究・目録作成 

  （ロ）德川記念財団所蔵品修復・クリーニング 

（ハ）資料のデジタル撮影 

  （二）名誉理事長関係者のオーラルヒストリー  

（ホ）徳川宗家古写真コレクションの学術調査《未定》 

代表  保谷 徹（東京大学史料編纂所 教授） 

 

 ２．収益事業 

 （１）不動産賃貸事業 

     東京都渋谷区上原 2 丁目 35-5 代々木上原ガーデン 203・301 の 2 室の 

     第三者向け賃貸 

 

（二）事務局関係 

（総 務） 

 （１）人事・経理・庶務事項 

  （２）予算・決算、事業計画・事業報告策定 

  （３）理事会（2回）・評議員会（1回）開催 

     ・令和 4(2022)年 5月：第 50回理事会 

        令和 3(2021)年度 収支決算案ならびに事業報告案審議 

     ・令和 4(2022)年 6月：第 32回評議員会 

        令和 3(2021)年度 収支決算案ならびに事業報告案審議 

 ・令和 5(2023)年 2月：第 51回理事会 

令和 4(2022)年度収支補正予算案、 

令和 5(2023)年度事業計画案ならびに収支予算案審議 

令和 5(2023)年 6月評議員会開催案審議 

  （４）事務局会議開催 
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  （５）対主務官庁折衝・関係書類提出 

     ・令和 4(2022)年 6月：令和 3(2021)年度収支決算書ならびに事業報告書提出 

     ・令和 5(2023)年 3月：令和 5(2023)年度収支予算書ならびに事業計画書提出 

（６）賛助会員窓口 

     ・賛助会員入退会手続 
     ・賛助会費入金管理 

     ・会員募集活動 

  （７）会報作成・刊行 

     ・第 39 号  令和５(2023)年 3月発行予定 

  （８）資料（写真）管理 

  （９）資料貸出（書籍・テレビ・論文・教科書等への資料(図版)掲載許可）、 

入金管理 

  （10）「德川賞」・「德川奨励賞」運営 選考委員会（3回）開催 

  （11）古文書講座運営 令和 4(2022)年は新型コロナウイルス感染症の状況を見て判断 

  （12）コンクール運営 

  （13）理事長 講演・インタビュー・原稿依頼等の対応 

  （14）ホームページ、SNS (YouTube/Instagram 等) を通じての情報発信 

（15）ホームページ リニューアル 令和 4(2022)年 12 月予定 

  （16）収蔵庫新設の検討（総務、学芸共通） 

（17）収益事業として代々木上原ガーデン 203・301 号室の賃貸 

 

（学 芸） 

（１）常設展（日光山輪王寺宝物殿・久能山東照宮博物館）令和 4(2022)年 4 月迄 

  （２）収蔵庫内整備 寛永寺倉庫、寛永寺御裏方霊廟出土品 

            江戸橋倉庫    書跡、漆工、染織資料など 

            財団事務所    德川宗家文書補遺近現代史料 

古写真コレクション 

（３）財団所蔵品等の整理・調査・研究 

（４）作品画像のデータ化 

（５）SNS (YouTube/Instagram 等) を通じての情報発信 

（６）所蔵品の修復計画および実施 

（７）所蔵品管理システムの新設（旧調査データの移行・修正） 

（８）徳川将軍家・徳川公爵家関係資料の収集 
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（９）参考文献・図書の購入 

（10）図書（掲載紙を含む）のデータ入力・配架 

（11）収蔵庫新設の検討（総務、学芸共通） 

（11）その他 

   ・大名道具収蔵館研究会参加 

 ・徳川宗家文書の撮影、閲覧・複写対応 

・徳川将軍家、江戸時代の史実に係わる照会に対する調査と回答 

 

                                  以上 


