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令和３年度 事業報告書 ＜第２２期＞ 

           （令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで） 

 

 

Ⅰ 法人の概況 

 １．設立年月日  平成１１年（西暦１９９９年）１２月２７日 

          平成２３年（西暦２０１１年）４月１日から公益財団法人へ移行 

 

 ２．理念 

    青少年の育成は、地域の発展の礎であり、日本の未来です。ひいては世界との協調の礎で

あり、地球の未来でもあります。 

    青少年という種に水を遣り、蕾を持たせ、そしてやがて大輪の花を咲かせる力を蓄えさせ

る。それが当財団の事業です。すなわち、眠れる才能を揺り起こし、自己実現を成し遂げる

過程が社会に尽くすことになるというような人材育成を目指しています。 

 

 ３．定款に定める目的 

    この法人は、文化、スポーツ、武道、歴史、芸術、学術、教育及び国際交流・多文化理解

などの各分野において、青少年の健全育成または地域社会の活性化を目的とする活動に対し

経済的援助を行なうこと、並びに振興及び普及に関する事業などを行なうことで、もって次

代を担う人材の育成と、豊かな文化、スポーツ、芸術などの涵養、並びに活力ある地域社会

の実現に寄与することを目的とする。 

 

 ４．定款に定める事業内容 

  ①大学生及び大学院生への奨学金の給付 

  ②高等学校等スポーツ、文化クラブ活動、地域の文化・教育・国際交流・地域の活性化等に関

する活動への資金助成事業 

  ③スポーツ、文化、教育、国際交流等、地域の活性化等に関する活動の主催、共催及び、後援・

協賛する事業 

  ④剣道、なぎなた、居合道等の日本武道を継承するための武道館施設貸与事業 

  ⑤その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

   ※前項の事業は、岐阜県内において行なうものとする。 

 

 ５．所轄行政庁に関する事項 

     岐阜県 知事 

 

 ６．理事・監事に関する事項             令和４年３月３１日現在 

   役職    氏名      常勤・非常勤    備考 

   理事長   田代 久美子   非常勤 

   理事    伊東  靖英   非常勤 

   理事    長谷川 佳子   非常勤 

   理事    加藤  健治   非常勤 



2 

 

   理事    井神  忠    非常勤 

   理事    松島  祥久   非常勤 

   理事    山田  佳正   非常勤 

   理事    纐纈  康雄   非常勤 

   監事    鈴木  英幸   非常勤 

   監事    阿部 伸一郎   非常勤 

   監事    市川  康夫   非常勤 

 

 ７．評議員に関する事項               令和４年３月３１日現在 

   役職    氏名      常勤・非常勤    備考 

   評議員長  篠花  明    非常勤 

   評議員   田代  正美   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   安田  利弘   非常勤 

   評議員   以倉  紘平   非常勤 

   評議員   加藤  裕英   非常勤 

   評議員   宮川 憲太郎   非常勤 

   評議員   竹内 幸太郎   非常勤 

 

 ８．職員に関する事項               令和４年３月３１日現在 

    男性   ３人    常勤 １人  非常勤 ２人 

    女性   １人    週５日、１日あたり５時間程度勤務 

 

 ９．公益目的事業 

     公益目的事業 １ 

       経済的理由により修学が困難である大学生に対する返還不要の奨学金支      

給事業（奨学金支給事業） 

     公益目的事業 ２ 

       高等学校部活動及び地域の文化・教育・国際交流など地域振興事業に関      

する活動に対する資金助成事業（助成事業） 

     公益目的事業 ３ 

        文化・教育・スポーツ・国際交流などに関する研修会、講演会等を主催、共催、

後援、協賛する事業（地域活性化活動事業） 

     公益目的事業 ４ 

        武道館施設貸与事業 
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Ⅱ 事業の状況 

 １．事業の実施状況 

 （１）奨学金給付事業 

  ①奨学生数と令和３年度給付総額 

        ６月給付生        １２月給付生 

    ６年生  １人  院２年生 ３人   同 ４人 

    ５年生  １人  院１年生 ５人   同 ６人 

    ４年生 ４２人             ４２人 

    ３年生 ４３人             ４２人 

    ２年生 ２８人             ２９人 

    １年生 ４３人             ３６人 

    合計 １６６人            １５９人 

   給付総額 ５，８５０万円（６月 ２，９８８万円 １２月 ２，８６２万円） 

 

②令和３年度奨学生の応募と選考状況 

 令和２年 ６月２４日 理事会において令和３年度の奨学生募集を承認 

      ９月 １日 令和３年度奨学生募集開始 

     １１月２０日 申請書受付開始 

     １２月２０日 同 募集締切 大学応募総数    ９８人 

                   大学院応募総数    ５人 

 

 （イ）大学奨学生 

 令和３年 ２月 ２日  第１次選考（書類選考）通過者  ５１人 

      ３月１７日  第２次選考（面接選考） ※面接辞退３人 

        １８日  第２次選考（面接選考） 

             選考委員会（内定候補者）    ４８人 

        ２３日  理事会にて 内定承認      ４８人 

             内定辞退等進学断念        ４人 

             ３年に編入１人で、1年生は４３人 

      ５月２０日締 誓約書受理・大学奨学生決定   ４４人               

 

 （ロ）大学院奨学生 

 令和３年 ２月 ２日  選考委員会（内定候補者）     ５人 

      ３月２３日  理事会にて 内定承認       ５人 

      ５月２０日締 誓約書受理・大学院奨学生決定    ５人 

（全員が当奨学会奨学生） 

 

 ③令和４年度奨学生募集について 

 令和３年 ６月 ８日  理事会において令和４年度の奨学生募集を承認 

      ９月２０日  令和４年度奨学生募集開始 

     １１月２０日  申請書受付開始 

     １２月２０日  同 募集締切 大学応募総数   ６９人 

                   大学院応募総数    ８人 

（当奨学会奨学生５人） 
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 （イ）大学奨学生 

 令和４年 ２月 １日 選考委員会 第１次選考（書類選考）通過者 ５１人 

      ３月１６日 第２次選考（面接選考） 

        １７日 第２次選考（面接選考） 

        １８日 第２次選考（面接選考） 

            選考委員会（内定候補者）     ３８人 

      ３月２２日 理事会にて 内定承認       ３８人 

                  内定通知発送 

     ５月２０日締 誓約書受理奨学生決定      ３７人 

 

 （ロ）大学院奨学生 

 令和４年 ２月 １日 選考委員会（内定候補者）      ８人 

      ３月２２日 理事会にて 内定承認        ８人 

                  内定通知発送 

    ５月２０日締 誓約書受理・大学院奨学生決定   ８人 

 

  ④令和４年度奨学生数（4月時） 

      ６年生   １人   院２年生 ５人    計 ６人 

      ５年生   ４人   院１年生 ８人    計１２人 

      ４年生  ４２人 

      ３年生  ３０人 

      ２年生  ３９人 

      １年生  ３７人 

      合計  １６６人 

 

 （２）助成事業 

  ①令和３年度 高等学校等クラブ・地域振興活動助成事業 

   令和３年 ３月２０日 令和３年度助成 応募受付開始 

        ４月２０日         応募締切 

        ５月１１日 選考委員会 

        ６月 ８日 理事会承認・決定 

        ７月 ７日 贈呈式 

   応募 

     高等学校等クラブ ５２校 １０７クラブ 助成申請額 ８９１２万円余 

     地域振興     ２６団体             ２３２９万円余 

   助成実施 

     高等学校等クラブ ４０校 ６１クラブ  助成額 ４３１９万５８００円 

     地域振興     １６団体           １６６０万円 

                         合計  ５９７９万５８００円 

 

  ②令和４年度 高等学校等クラブ・地域振興活動助成事業 

   令和４年 ３月２０日 令和４年度助成 応募受付開始 

        ４月２０日         応募締切 

        ５月１７日 選考委員会 
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応募 

     高等学校等クラブ ５４校 １１０クラブ 助成申請額 ９１０１万円 

     地域振興     ２８団体       助成申請額 ２３２９万円 

  助成内定  

     高等学校等クラブ ３８校  ４７クラブ 助成内定額 ３４６６万円 

            （スポーツ系 ３１クラブ 文化系１６クラブ） 

     地域振興     １５団体       助成内定額 １４０５万円 

                         助成合計  ４８７１万円 

        理事会承認 ６月１４日 

        助成決定  ７月 ７日 （贈呈式） 

 

 （３）地域活性化事業 

    昨年度に引き続きコロナ禍のため事業実施を断念 

 

 （４）武道場貸与事業 

  漱玉館ロゴマーク  作成 

  館旗と日章旗    作成 

  漱玉館パンフレット、ＤＶＤ、手拭  作成・配布 

  ＤＶＤ等の配布先  

全国実業団、警察署、刑務官、大学等の強豪チーム ６２０余 

     岐阜県剣道連盟傘下全団体 １６０       計７８０余 

 

   ９月１８日午前１０時より 

         武道場『漱玉館』竣工神事 報道関係者向内見会 

         引き続き報道関係向け内見会 

             剣道形、打込稽古等 撮影 

   「竣工案内」の新聞広告 

       ９月１８日付 中日新聞   中部版 ７段 

              岐阜新聞   全域版 

              中部経済新聞 全域版 

       ９月１７日付 東濃新報   全域版 

 

  １０月より 貸与事業 開始 

    貸与事業 ３年度実績  

利用団体  ５１団体   １，２８７人 

       利用時間 １２２時間  ２８，５００円 

   令和４年１月 ３日 初稽古 

 

 ２．役員会等に関する事項 

 （１）評議員会 

 令和３年６月２２日（火） 定時評議員会 

     新任理事として纐纈康雄氏を承認 
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 令和４年３月２２日（火） 臨時評議員会 

辞意表明による評議員１名、監事１名の退任 

         評議員  吉村  典男  氏 

         監事   柘植  章   氏 

     役員補任 

         評議員  竹内 幸太郎  氏 

         監事   市川  康夫  氏 

 

 （２）理事会 

 令和３年 ６月 ８日（火） 通常理事会 

 第２号議案  令和２年度事業報告及び付属明細書の承認の件 

 第３号議案  令和２年度計算書類(貸借対照表及び正味財産増減計算書)及び 

         付属明細書並びに財産目録の承認 

 

 令和４年 ３月２２日（火） 通常理事会 

  第１号議案  令和４年度事業計画・収支予算 

 第２号議案  令和４年度奨学生の選考内定 

 

 （３）監事会  「令和２年度事業・計算書」監査 

      令和３年５月２５日付 監査報告書 

 

３．広報活動について 

 奨学生だより 発行  ４月１５日 １０月１５日 

 奨学生、及び助成事業募集のポスター、チラシ作成配布 

 奨学会パンフレット 作成配布 

 新聞記事 

   ４月２４日 「伊藤青少年育成奨学会 田代理事長に聞く」 岐阜新聞 

   ５月 １日～６月１２日 岐阜新聞 「素描」 ９本 出稿 

   ７月 ８日 「贈呈式」 中日新聞 中部経済新聞 岐阜新聞 東濃新報 

  １０月２６日 「伊藤青少年育成奨学会が奨学生募集」 朝日新聞 

   ３月１８日 「奨学金事業 面接」 中日新聞 

 

  伊藤青少年育成奨学会助成 

   ３月１３日 「山車の格納庫完成祝う」 中日新聞 

   ３月１９日 「念願の格納庫完成」 岐阜新聞 

   ３月２７日 「子ども向け作陶体験イベント」 中日新聞 

 

 ホームページ 改訂  奨学生・地域振興助成 募集要項 

            奨学生必携ガイドブック 

        漱玉館 写真挿入（動画 調整中） 

 


