
【議案１－１】    〔事業報告書〕 
 
平成 29 年度の事業においては、前年同様「山口県において、教育、スポーツの振興、芸術文

化の向上のための諸事業を実施することにより、これらの分野の振興を図り地域社会に寄与す

る事業」の趣旨に基づき次項の事業を実施いたしました。 
 
〔実施事業〕 
（１） 助成事業（公募） 
  29 年７月１日より助成金交付希望団体の公募をＨＰ、西京銀行各店窓口等で公募を開始。

（公募締切日 10 月 31 日） 
その結果、今年度は 68 団体（昨年比+11 団体）からの応募がありました。 
今年度もできる限り多くの団体を表彰したいとの意向から 36 団体を助成することと決定

いたしました。 
また、36 団体から、更に顕著な活動した 9 団体を交付式に招き、他の受賞団体は助成金

交付のみとさせて頂きました。 
「交付式実施日：30 年 2 月 20 日（火）、場所：遠石会館、時間 12:00～」 

受賞団体の内訳 
「教育部門＝4 団体」「文化部門＝10 団体」「芸術部門＝8 団体」「スポーツ部門＝14 団体」 
なお、今年度の助成額は 690 万円で累計 318 団体、9,320 万円となりました。 
 

〔交付先（順不同）〕（★印は交付式出席団体） 

【教育部門】 

(4団体) 

 

 

山口県立小野田高等学校 小倉百人一首かるた部 （★） 山陽小野田市 

山口県立田布施農工高等学校 メカトロ研究部 （★） 熊毛郡 

世界を笑顔に 柳井市 

NPO法人こどもステーション山口 山口市 

【文化部門】 

(10 団体) 

新南陽郷土史会 周南市 

三隅清風太鼓 長門市 

徳地人形浄瑠璃保存会 山口市 

岩国藩鉄砲隊保存会 （★） 岩国市 

一般社団法人 山口県書道連盟 山口市 

山口鷺流狂言保存会 （★） 山口市 

埴生芝居保存会 山陽小野田市 

山陽小野田語り部の会 山陽小野田市 

 住吉まつり復活委員会 （★） 山陽小野田市 

 わいわい山口ラフタークラブ 山口市 

【芸術部門】 レインボー倶楽部 （★） 周南市 

(8団体) やわらかなバッハの会 （★） 山口市 

 みすゞ少年少女合唱団 長門市 

周南市民劇場 （★） 周南市 



 コール・チュラカーギ 長門市 

 防府フィルハーモニーオーケストラ 防府市 

 アトリエ・ｙｕｋｉ  山口市 

三味線 弥寿絋会 山口市 
【スポーツ部門】 

(14 団体) 
岩国錬武会 岩国市 

高水学園 女子ハンドボール部 （★） 岩国市 

山口東リトルシニア野球協会 周南市 

周南クラブ 周南市 

徳山大学 男子バスケットボール部 周南市 

長府太極拳愛好会 下関市 

阿東シニアクラブ 山口市 

徳地野球スポーツ少年団 山口市 

ＦＣバレイン下関 下関市 

光市野球スポーツ少年団 光選抜 光市 

玖珂少年野球クラブ 岩国市 

ＦＣアウストルノ 周南市 

山空道 山陽小野田市 

一般社団法人 菊川スポーツクラブ 下関市 

 

（２）他の団体の事業に対する後援、協賛に関する事業 

平成 29年 9月 30日（土）に周南市文化会館開館 35周年を記念して、チェコのプラハを本

拠地とする名門オーケストラ「チェコ・フィルハーモニー管弦楽団」を招聘。指揮：ペトル・

アルトリヒテルでドボルザークとスメタナのプログラムを公演、集客人数 1,333 名となりま

した。なお、助成金額は 100 万円(昨年度前渡金 100 万円)を助成いたしました。 
 

日 時      平成 29年 9月 30日（土） 開場 14：30 開演 15：00 

場 所      周南市文化会館大ホール 

主 催      西京教育文化振興財団、西京銀行、周南市文化振興財団、ＫＲＹ山口放送 

 

〔事業・会議等〕 

会議名等 日付 場所 審議内容 

第 29回 

理事会 

平成 29年 

4月 24 日 

決議省略 1.平成 28年度事業報告 

2.平成 28年度決算承認 

3.定時評議員会招集の件 

第 12回 

評議員会 

平成 29 年 

5月 19 日 

西京銀行本店 

2階会議室 

1.平成 28年事業報告及び決算承認 

2.平成 29年度事業計画及び収支予算の報告 

3.評議員 1名欠員に伴う新評議員の選任 

 平成 29年 

7月 1日 

 1.29年度助成金交付先公募開始 

 平成 29 年

10月 31 日 

 

 

1.29年度助成金交付団体公募締切 

第 27 回西京

コンサート 

平成 29年 

9月 30日 

周南市文化会

館 

1.チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 

（1,333 名集客） 



 指揮:ペトル・アルトリヒテル 

第 30回 

理事会 

平成 30 年 

1月 23 日 

西京銀行本店 

2階会議室 

1.理事長の職務執行状況報告 

 

第 7回 

選考委員会 

平成 30 年 

1月 23 日 

西京銀行本店 

2階会議室 

1.「29年度助成金交付団体選考」の件 

2.「30年度西京コンサート選考」の件 

 平成 30 年 

2月 13 日 

山口県社会福

祉会館  

1.助成金交付団体によるプレゼン(8団体) 

主催：公財）山口きらめき財団 

平成 29年度

助成金交付

式 

平成 30 年 

2月 20 日 

遠石会館 

 

平成 29年度助成先の表彰式 

 

第 31回 

理事会 

平成 30 年 

3月 7日 

西京銀行本店 

2階会議室 

1.理事長の職務執行状況報告 

2.30年度事業計画（案）及び収支予算（案）に 

ついて 

以上 


