
特定非営利活動法人伊東市文化財史蹟保存会 

 

令和４年度事業計画書 

  

１ 事業実施の方針 

活動の中心をなす「伊東祐親まつり」は 3年後に節目の 50回を迎え、同時に、当会は任意団体から創

立 50周年となるが、四半世紀ちかく開催してきた薪能等の会場となっている伊東松川の水上舞台につ

いては、河川を管理する行政機関より安全面から見直しを求められている。しかしながら有識者会議を

設置して立地条件・経済面・歴史文化的背景・そして市内経済波及効果等あらゆる面での点呼を重ねた

結果、現在の松川水上舞台で続けることが一番望ましいとの結論に達したため令和 4年度も引き続き同

会場で開催を予定し、絶対的な安全対策等を相談しながら担当部署と協議を進めていく。 

子どもお能教室は例年通り、また新型コロナの影響により中止していた貸切バスによる歴史研修ツアー

を予防策を十分にして再開する。助成金減少に備え事業資金についてはクラウドファンディングの試行

も検討する。 

 

２ 事業の実施に関する事項 

事 業 名 事 業 内 容 

実施 

予定 

日時 

実施予定 

場  所 

従事者 

の予定 

人 数 

受益対象者の範

囲及び予定人数 

祐親まつり事業 

第 48 回伊東祐親まつり 

ステージ及び物販 
5/20・21 藤の広場 60 

伊東市民、観光客

10,000 人程度 

第 24 回伊東温泉「薪能」 5/20 

伊東松川水上

特設能舞台 

64 
伊東市民、観光客 

1200 人 

〃｢夢舞台｣｢奉納舞台｣ 

子ども能、伊東の歴史や文化

に係るイベント 

5/21 85 
伊東市民、観光客 

1000 人前後 

祐親ウィーク 

市内団体による音楽・ダンス

イベント 

5/22∼28 延べ50 
伊東市民、観光客 

延べ 1500 人程度 

教育推進事業 

子どもお能教室 

囃子コース（大鼓と小鼓） 

仕舞コース 

12～5月

月 2回 

3 部制 

東海館 延べ60 

市内小学1年～高

校 2年まで 20人

程度 

〃発表会（上記奉納舞台） 5/21 上記特設舞台 - - 

「伊東むかし物語」、「伊東本

曽我物語」の販売 
通年 市内書店等 1 一般 

歴史研修ツアー 9 月 未定 3 
伊東市民 30 名程

度 

史蹟保存事業 

血塚 清掃 月 1回 血塚及び同公

園（市内赤沢） 

2 血塚見学者不特

定多数 血塚アジサイ公園整備 年 2回 2 

祐親公 841 回忌法要 2/4 東林寺、祐親の

墓、血塚 

20  

祐親まつり祭典前清掃 5 月上旬 10 

企画広報事業 
Web サイト更新、管理 通年 

法人事務所 
1 不特定多数 

保存会だより発行 年 3回 5 会員・一般 500 名 



特定非営利活動法人伊東市文化財史蹟保存会 

 

令和５年度事業計画書 

  

１ 事業実施の方針 

令和 5年度は、来年の第 50回祐親まつりの前夜となるので、その礎となるようにこれまでにも増して

十分に準備をし、来場者の増大も図っていく。子どもお能教室は例年通り、バスによる歴史研修も実施

する。伊東の歴史書籍は増刷を予定する。 

 

２ 事業の実施に関する事項 

事 業 名 事 業 内 容 

実施 

予定 

日時 

実施予定 

場  所 

従事者 

の予定 

人 数 

受益対象者の範

囲及び予定人数 

祐親まつり事業 

第 49回伊東祐親まつり 

ステージ及び物販 
5/18・19 藤の広場 60 

伊東市民、観光客

10,000人程度 

第 25回伊東温泉「薪能」 5/18 

伊東松川水上

特設能舞台 

64 
伊東市民、観光客 

1200人 

〃｢夢舞台｣｢奉納舞台｣ 

子ども能、伊東の歴史や文化

に係るイベント 

5/19 85 
伊東市民、観光客 

1000人前後 

祐親ウィーク 

市内団体による音楽・ダンス

イベント 

5/20∼26 延べ50 
伊東市民、観光客 

延べ 1500人程度 

教育推進事業 

子どもお能教室 

囃子コース（大鼓と小鼓） 

仕舞コース 

12～5月

月 2回 

3部制 

東海館 延べ60 

市内小学 1年～高

校 2年まで 20人

程度 

〃発表会（上記奉納舞台） 5/19 上記特設舞台 - - 

「伊東むかし物語」、「伊東本

曽我物語」の増刷、販売 
通年 市内書店等 1 一般 

歴史研修ツアー 9月 未定 3 
伊東市民 30名程

度 

史蹟保存事業 

血塚 清掃 月 1回 血塚及び同公

園（市内赤沢） 

2 血塚見学者不特

定多数 血塚アジサイ公園整備 年 2回 2 

祐親公 842回忌法要 2/3 東林寺、祐親の

墓、血塚 

20  

祐親まつり祭典前清掃 5月上旬 10 

企画広報事業 
Webサイト更新、管理 通年 

法人事務所 
1 不特定多数 

保存会だより発行 年 3回 5 会員・一般 500名 
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  次期繰越正味財産額 3,454,920

当期正味財産増減額 0
前期繰越正味財産額 3,454,920

管理費計 1,262,520
　　経常費用計 13,171,020

雑費 67,520
その他経費計 1,262,520

諸会費 7,000
交際費 70,000

事務消耗品費 30,000
旅費交通費 10,000

通信費 100,000
会議費 498,000

（2）その他経費
事務委託費 480,000

（1）人件費 0
人件費計 0

事業費計 11,908,500
管理費

企画広報事業通信費 20,000
その他経費計 11,908,500

企画広報事業広告宣伝費 66,000
企画広報事業印刷製本費 18,400

史蹟保存事業業務委託費 45,000
史蹟保存事業雑費 90,000

教育推進事業保険料 10,000
教育推進事業雑費 190,000

教育推進事業研修費 50,000
教育推進事業印刷製本費 30,000

祐親まつり事業雑費 452,500
教育推進事業謝金 600,000

祐親まつり事業保険料 10,000
祐親まつり事業会議費 5,000

祐親まつり事業印刷製本費 220,000
祐親まつり事業消耗品費 56,600

祐親まつり事業支払手数料 180,000
祐親まつり事業広告宣伝費 284,500

祐親まつり事業業務委託費 2,100,000
祐親まつり事業謝金 410,000

通信費 120,000
祐親まつり事業外注費 5,870,500

（2）その他経費
事務委託費 1,080,000

（1）人件費 0
人件費計 0

Ⅱ 経常費用
事業費

雑収益 85,000 445,020
　　経常収益計 13,171,020

受取利息 20
会員負担金（総会等） 360,000

教育推進事業収益 320,000 8,380,000
その他収益

事業収益
祐親まつり事業収益 8,060,000

芸術文化振興基金 1,000,000
子どもゆめ基金 800,000 4,076,000

受取助成金等
伊東市助成金等 2,276,000

受取寄付金
受取寄付金 55,000 55,000

正会員入会金 2,000
賛助会員受取会費 6,000 215,000

受取会費
正会員受取会費 207,000

(単位：円)

科　　目 金　　額
Ⅰ 経常収益

活動予算書

特定非営利活動法人伊東市文化財史蹟保存会

令和4年10月1日～令和5年9月30日
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祐親まつり事業保険料 10,000

特定非営利活動法人伊東市文化財史蹟保存会

令和5年10月1日～令和6年9月30日

会議費 498,000
事務消耗品費 29,520

祐親まつり事業雑費 450,000

企画広報事業印刷製本費 20,000

旅費交通費 10,000

祐親まつり事業会議費 5,000

通信費 100,000

企画広報事業広告宣伝費 66,000

祐親まつり事業消耗品費 60,000

教育推進事業保険料 10,000

祐親まつり事業印刷製本費 250,000

80,000

祐親まつり事業支払手数料 200,000

通信費 120,000

教育推進事業収益 380,000 8,730,000

受取寄付金
受取寄付金 80,000

子どもゆめ基金 600,000 3,876,000
芸術文化振興基金 1,000,000

前期繰越正味財産額 3,454,920
次期繰越正味財産額

教育推進事業研修費 60,000

3,454,920

　　経常費用計 13,355,020
当期正味財産増減額 0

その他経費計 1,254,520
管理費計 1,254,520

交際費 70,000
雑費 60,000

諸会費 7,000

（2）その他経費
事務委託費 480,000

人件費計 0

史蹟保存事業業務委託費 45,000

管理費
（1）人件費 0

その他経費計 12,100,500
事業費計 12,100,500

祐親まつり事業謝金 410,000

教育推進事業謝金 600,000

祐親まつり事業広告宣伝費 284,500

祐親まつり事業外注費 5,900,000
祐親まつり事業業務委託費 2,100,000

（2）その他経費
事務委託費 1,080,000

人件費計 0

史蹟保存事業雑費 80,000

教育推進事業雑費 180,000

事業費
（1）人件費 0

　　経常収益計 13,355,020
Ⅱ 経常費用

450,020
会員負担金（総会等） 360,000

その他収益
受取利息 20

雑収益 90,000

事業収益
祐親まつり事業収益 8,350,000

受取助成金等
伊東市助成金等 2,276,000

正会員入会金 3,000
正会員受取会費 210,000

賛助会員受取会費 6,000 219,000

金　　額
Ⅰ 経常収益

受取会費

活動予算書

(単位：円)

科　　目

企画広報事業通信費 20,000

教育推進事業印刷製本費 150,000


