
                           

令和３年度事業報告  

 

Ⅰ．公益を目的とする事業  

【公益事業番号１】：科学技術に関する研究活動の助成事業  

１．下中科学研究助成金  

   令和３年度・第６０回下中科学研究助成金審査委員として、

青木清、中尾征三、長尾篤志、蟻川謙太郎、園池公毅の 5 名に

委嘱し、審査委員長に青木清氏を委嘱しました。 

令和３年度の募集を５月中旬にホームページで告知し、周知方     

を都道府県および政令指定都市・主要都市教育委員会、教育セ 

ンター、全国新聞社・放送局、研究団体等に依頼し、申請の募集  

を行いました。同年 12 月 10 日に締め切り、応募総数は 67 件（前

年 73 件）でありました。内訳は自然科学関係（環境教育、情報

教育を含む）48 件、人文科学関係 19 件でした。 

淺香修治予備審査委員他 17 氏に採点を依頼し、令和４年１月

21 日、クラブ関東にて予備審査会を開催し、助成金交付候補者

30 名を選定しました。同年２月４日、クラブ関東にて本審査会を

開催。淺香予備審査委員より予備審査の経過が報告され、審議の

中で、助成金採択率及び助成金授与研究レベルの維持を考慮し、

授与者を減少しては、との意見が出され、討議した結果、今回は

28 名の選定になりました。 

なお、助成金の取得は叶いませんでしたが、優秀な研究と認め

られました９名の研究課題を次点とし、図書券（10,000 円分）を 

贈り、研究助成の一助としました。 

   また、「2022 年ホームページ掲載研究論文」に研究発表執筆候補

者として、取得者の中から正候補者５名、補欠候補者１名を推薦し

ました。 



   同年２月 21 日に入選者の発表を行い、同年３月 14 日に各入選

者に対して助成金の送金及び次点者への図書券の発送を行いまし

た。募集にあたり周知方を依頼しました各所に対し、メールにて審

査結果をお知らせし、各々において発表周知方をお願いしました。 

  募集周知に関しましては下記の各社・団体からご協力をいただきまし       

た。        

【募集関係】 

①  KEYENCE e-GRANT 研究助成金獲得カレンダ－に掲載 

②  公益財団法人助成財団センターホームページに掲載 

③  日本生態学会のホームページに掲載 

④  公募ガイドに掲載 

 

【結果発表】  

①  エフエム熱海湯河原 取得者 横浜市立吉原小学校教諭 石

川正明先生へのインタビュー収録（公開は４月） 

 

２．『下中記念財団 2021 年ホームページ掲載研究論文』 

  令和３年度『下中記念財団ホームページ掲載研究論文』は、同年   

11 月上旬に公開し、各方面へ周知しました。 

 

【公益事業番号２】：教育映像資料の収集、貸出、閲覧および展示 

１．ＥＣアーカイブズ 

(1) ＥＣ活用プロジェクトの一環として小冊子｢映像フィールド

ワーク｣ノート①｢こな、ねる、たべる｣を令和３年 12 月に制作し

各方面へ配布しました。とりわけ食品関係、クリエーターの方々か

ら好評を得ました。今後のＥＣ映像のＰＲとして活用してまいり

ます。さらに別のテーマでの制作も検討しております。制作に当た

り、公益財団法人世田谷文化財団〈生活工房〉のご協力をいただき



ました。 

 

(2) ＜エンサイクロペディア・シネマトグラフィカを見る＞上映

会は、コロナウィルスの影響により実施を見送りました。 

 

 

(3) 本年度のＥＣの利用は４件（前年度６件）でありました。 

 

 

２．パール・下中記念館 

(1) コロナウィルス禍、現地への往来、職員との検討も十分でき     

ず、内装、展示につき再構築する予定でしたが進みませんでした。 

 

(2) コロナウィルス禍と記念館内の展示が整わず休館としたため、    

見学者の受付は行いませんでした。  

 

(3)「パール博士のことば」の今期の有料頒布は、60 部（前年 72 部）

でありました。 

 

３.世界平和アピール七人委員会・丹波篠山市との協同事業 

  『平和』に関する講演会は、丹波篠山市からコロナ禍を理由とする開     

催延期の申し出があり、延期(9 月 25 日開催予定)になりました。 

 

【公益事業番号３】：科学技術の優秀な研究成果に対する表彰 

１．表彰事業 

  ５年毎の事業で、今期の実施はありませんでした。 

 

【公益事業番号４】：国際相互理解の促進を目的とする助成事業  

１．上野眞資記念事業「日本を知ろう」  

コロナ渦で、インド人留学生の来日及び国内活動が困難な状況で  



あったため、本年の実施を見送りました。  

 

Ⅱ．収益を目的とする事業  

【収益事業番号１】：伝統芸術の貴重な映像及び資料の頒布  

重要無形文化財「雅楽シリーズ〈DVD-RX〉版全８巻」の今期の売上  

は、４セット、合計 370,072 円（前年 8 セット、バラ 4 枚、736,500

円）でした。  

 

Ⅲ．その他 

(１) 今期の寄附金は下記の通りです。 

①  「事業全般」                  31 名 223,000 円 

②  「公益事業１：下中科学研究助成金他」      6 名   18,000 円 

③  「公益事業２：教育映像・博物館事業」    44 名 171,000 円 

④  「公益事業４：日本を知ろう」       30 名  90,000 円   

  合  計                         111 名  502,000 円 

                            （前年合計 109 名 464,000 円） 

  

   寄附者の皆様に御礼申し上げます。 

 

（２）今期令和３年６月の定時理事会・定時評議員会及び令和４年３月

の定時理事会はコロナウイルス感染防止のため、「ＺＯＯＭ形式」

で行いました。 

(3) 令和３年８月 1 日付にて、主たる事務所を東京都新宿区余丁

町 7-1 発明学会ビル 502 号に移転しました。 

(4) 監事・兼元俊徳氏は健康上の理由で、令和 3 年 7 月に辞任い

たしました。 

(5) 事務合理化の一環として、三井住友銀行新宿支店に普通口座

を開設し、インターネットバンキングを導入しました。 

 



Ⅱ．処務の概要 

１．  役員等に関する事項                      （令和 4 年３月 31 日現在） 

 

 

 

職  名 常　勤
非常勤

　 氏　名 就任（重任）
年月日

担　当
職　務

報　酬 現　職

理事長 非常勤 藤井　卓也 令和2年6月9日 なし ＣＰグループ・正大光明会長顧問

専務理事 非常勤 下中　　弘 令和2年6月9日 なし

　
（株）エクスプランテ代表取締役社
長

理　事 非常勤 小沼　通二 令和2年6月9日 なし 慶應義塾大学名誉教授

理　事 非常勤 上野　健爾 令和2年6月9日 なし

　
四日市大学関孝和数学研究所所
長

理　事 非常勤 田中　光則 令和2年6月9日 なし

　
一般社団法人日本書籍出版協会
前事務局長・編集者

理　事 非常勤 下中　美都 令和2年6月9日 なし （株）平凡社代表取締役社長

理　事 非常勤 堤　　富男 令和2年6月9日 なし

　
一般財団法人機械システム振興
協会会長

理　事 非常勤 堀越　俊一 令和2年6月9日 なし

　
（株）講談社サイエンティフィク代
表取締役社長

理　事 非常勤 佐野　玉緖 令和2年6月9日 なし 花土（はなのふ）

理　事 非常勤 久保利英明 令和2年6月9日 なし 弁護士

監　事 非常勤 小坂　義人 平成30年6月26日 なし 飛悠税理士法人代表社員

評議員 非常勤 下中　直人 令和2年6月9日 なし （株）東京印書館取締役社長

評議員 非常勤 岡田　一男 令和2年6月9日 なし （株）東京シネマ新社代表取締役

評議員 非常勤 中村　桂子 令和2年6月9日 なし ＪＴ生命誌研究館名誉館長

評議員 非常勤 荻原　眞子 令和2年6月9日 なし 千葉大学名誉教授

評議員 非常勤 坂部　三司 令和2年6月9日 なし 星薬科大学評議員

評議員 非常勤 山田　　和 令和2年6月9日 なし 作家

評議員 非常勤 田付　茉莉子 令和2年6月9日 なし

　
一般社団法人日本経営史研究所
会長

評議員 非常勤 大橋　祥宏 令和2年6月9日 なし

　
一般財団法人日本出版クラブ元
専務理事

評議員 非常勤 山崎　典子 令和2年6月9日 なし

　
宇宙航空研究開発機構宇宙科学
研究所教授

評議員 非常勤 大河原　昭夫 令和2年6月9日 なし

　
公益財団法人日本国際交流セン
ター理事長



 

 

２．職員に関する事項    

 

 

３．会議等に関する事項 

（１）理事会 

 

 

（２）評議員会 

 

 

（３）下中科学研究助成金審査委員会 

 

 

 

 

職  名 常　勤
非常勤

　 氏　名 採用年月日 担　当
職　務

給　料 備　考

事務局長 常勤 廣川　知志 平成11年9月20日 80，000円

事務主任 常勤 海老沼　起美 令和3年6月1日 250，000円

開催年月日 議　事　事　項 会議の結果

令和3年5月11日 1．主たる事務所移転について 全会一致で承認・可決

（臨時理事会） 2．重要な職員任用について 賛成多数で承認・可決

令和3年6月2日 1．令和2年度事業報告及び決算承認について 全会一致で承認・可決

（定時理事会） 2．業務報告　

令和4年3月22日 1．令和3年度事業報告及び収支予算審議について 賛成多数で承認・可決

（定時理事会） 2．下中科学助成金審査委員増員について 全会一致で承認・可決

開催年月日 議　事　事　項 会議の結果

令和3年6月23日 1．令和2年度事業報告及び決算承認について 全会一致で承認・可決

（定時評議員会） 〈報告事項〉
①令和3年度事業計画及び予算報告
②業務報告

開催年月日 議　事　事　項 会議の結果

令和4年1月21日
（予備審査会）

1．本審査委員会　～推薦する助成金取得者・次点者・
｢ホームページ掲載研究論文｣執筆者の選定について

全会一致で承認・可決

令和4年2月4日
（本審査会）

1．助成金取得者・次点者・｢ホームページ掲載研究論
文｣執筆者の選定について

全会一致で承認・可決



 

 

４．主務官庁（内閣府）との連絡事項  

 

連絡年月日 　連　絡　事　項 履　行　状　況

令和3年6月30日
令和２年度事業報告書提出

令和３年６月30日　提出

令和4年2月14日 テロ資金供与に関するアンケートへの御協力の
お願い

令和４年２月22日　提出

令和4年3月14日
事務局より科学助成金の名称変更についての問
い合わせ

令和４年３月14日　回答受領

令和4年3月30日 令和4年度事業計画書等の提出 令和４年３月30日　提出

他に毎月｢公益認定委
員会だより｣及び随時
各種通知及びゼミナー
ル案内等の配信を受け
ている


