
 

平成２４年度事業報告書（第１３期） 

（平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで） 
 
Ⅰ 法人の概況 

１ 設立年月日 平成１１年１２月２７日 
平成２３年４月１日から公益財団法人へ移行 

２ 定款に定める目的 
    この法人は、青少年の健全育成並びに地域社会の活性化に寄与する

ため、学術・文化・スポーツ・国際交流などの各分野において、経済

的支援を行い次代を担う人材の育成に寄与することを目的とする。 
３ 定款に定める事業内容 
（１）大学生への奨学金の支給 
（２）高等学校運動部及び文化系部活動への支援 
（３）地域の文化・教育・スポーツ・国際交流等に関する活動への支援 
（４）前号の活動に関する研修会及び講演会の開催並びに人材育成に関

する支援 
（５）その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

  ４ 所轄行政庁に関する事項 
     岐阜県 知事 
  ５ 役員等に関する事項 
            氏 名       常勤・非常勤  
    理事長    伊藤 喜美       非常勤      
    副理事長   小板 清治       非常勤 

常務理事   田代久美子       非常勤 
    理事     山田 基        非常勤 
    理事     伊藤 源茂       非常勤 
    理事     伊東 靖英       非常勤 
    理事     古山 精        非常勤 
    理事     鎌田 満        非常勤 
    監事     柘植 章        非常勤 
    監事     河原 通彦       非常勤 
    監事     鈴木 英幸       非常勤 
    評議員    田代 正美       非常勤 

評議員    カスバート・ウェイン  非常勤 



評議員    三尾 義彦       非常勤 
評議員    古屋 弓子       非常勤 
評議員    山田 耕司       非常勤 
評議員    加藤 久雄       非常勤 
評議員    征矢野 薫       非常勤 
評議員    原  隆男       非常勤 
評議員    今井 一朗       非常勤  

  
 ６ 職員に関する事項 
           職員１名      
Ⅱ 事業の状況 
  １ 事業の実施状況 

（１）奨学金支給事業 
ア 年度別支給奨学生数 
     平成１９年度   １人（医学部６年生） 

平成２１年度  ２５人  
平成２２年度  ３３人 
平成２３年度  ２５人 
平成２４年度  ２５人 

           合 計   １０９人 
イ 平成２４年度支給総額   

３９、２４０千円 （一人当たり月額 ３０千円）  
            
ウ 平成２４年度奨学生の募集から決定・支給まで 

平成２３年９月１日  平成２４年度奨学生募集開始 
     １２月３１日  募集締切 （応募者数 ８７人 ） 

平成２４年１月３１日 第１次選考（ ４２人） 
      ３月２３日  第２次選考（選考委員会面接） 

２４日  第２次選考（選考委員会面接） 
２４日  選考委員会において２５人を選考 

           ３月２９日  理事会にて承認・決定 
           ６月１５日  前期奨学金振込 
          １２月１５日  後期奨学金振込 
 

 
エ 平成２５年度奨学生の募集 



  平成２４年６月２８日 理事会において平成２５年度奨学金支

給事業実施の承認（採用者数約３０

人 ・１人 月額３０千円） 
        ９月１日 平成２５年度奨学生募集開始 
      １２月３１日 募集締切（応募者数 ８４人） 
  平成２５年１月３１日 第１次選考（４１人） 
       ３月２２日 第２次選考（選考委員会面接） 
       ３月２３日 第２次選考（選考委員会面接） 
       ３月２３日 選考委員会において３３人選考 

３月２９日 理事会にて承認・決定 
 

（２）スポーツ振興支援事業 
     ア 助成金額               １２、４００千円  

イ 助成明細 
高等学校運動部  ２２校・２６運動部１２，３００千円 

        恵那市ジュニア陸上記録会         １００千円 
     ウ 平成２４年度スポーツ振興支援事業の募集から決定・支給まで 

平成２４年度３月１５日 平成２４年度募集開始 
           ５月１５日 募集締切 
                （応募者数） 
                 高等学校運動部  ６８部 
                 スポーツイベント  １件 

６月１４日 選考委員会において選考 
           ６月２８日 理事会にて承認・決定 
           ７月１１日 贈呈式 

エ 平成２５年度スポーツ振興支援事業の募集 
     平成２５年度３月１５日   平成２５年度募集開始 

岐阜県下全高等学校、ホームページ等にて案内 
（募集期限平成２５年５月１５日） 

（３）地域振興支援事業 
    ア 助成金額              １４、１１０千円 
    イ 助成明細 
      高等学校文化系部活動（１４部）    ８，６６０千円 
      恵奈の里次米みのり祭実行委員会    １，９５０千円 
      恵那高等学校創立９０周年事業実行委員会  ５００千円 
      中津商業高等学校創立９０周年事業   ３，０００千円 



 
ウ 平成２４年度地域振興支援事業の募集から決定・支給まで 

平成２４年度３月１５日 平成２４年度募集開始 
           ５月１５日 募集締切 
                （ 応募者数） 

高等学校文化系部活動 １７部 
恵奈の里次米みのり祭 
    実行委員会他  ４件 

           ６月１４日  選考委員会において審査 
           ６月２８日  理事会にて承認・決定 
           ７月１１日  贈呈式 
 

エ 平成２５年度地域振興支援事業の募集 
      平成２５年度３月１５日  平成２５年度募集開始 
         岐阜県下全高等学校、ホームページ等にて案内 

（募集期限平成２５年５月１５日） 
 
２ 重要な契約に関する事項 
   なし 
３ 役員会等に関する事項 
  （１）理事会 

  ① 平成２４年度臨時理事会（ 平成２４年５月１日 ） 
    議 案  定時評議員会の招集について 
  ② 平成２４年度臨時理事会（ 平成２４年６月１８日 ） 
    議案   平成２３年度事業報告及び決算承認の件 

③ 平成２４年度第１回定例理事会（平成２４年６月２８日） 
報告事項  理事長及び常務理事の職務の執行状況について 

④ 平成２４年度第２回定例理事会（平成２５年３月２６日）   
    議案    平成２５年度事業計画及び予算案等の承認の件 
    報告事項  理事長及び常務理事の職務の執行の状況について 
 
（２）評議員会 

① 平成２４年度定時評議員会（平成２４年６月２８日） 
 第１号議案 平成２３年度事業報告及び事業報告の附属明細書の 

承認の件 
   第２号議案 平成２３年度計算書類等の承認について 



 
（３）監事会 

平成２３年度監査会（ 平成２４年５月２５日 ） 
 

Ⅲ 法人の課題 
   事業計画策定後に生じた財源の使途 
 
Ⅳ 決算後に生じた法人の状況に関する重要な事項 
   なし 
 

以上 


