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有終南小学校で相撲教室を開催
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こんにちは。ぼくたちのがっこうに、どひょうを

たけひろ

すもうがまけたけどがんばりました。わけは、ひ

ばりたいです。

１年１組 野尻

二位になりました。

１年１組 はばぎし

てくれてありがとう。

１年１組 いわた

りがとうございます。まわしをつ

どひょうをつくってくれて、あ

ゆういち

なりたいです。どひょうをつくっ

いれんしゅうして、もっとつよく

どひょうができたので、いっぱ

やまと

ひょうをありがとうございました。

ん、こころをこめてつくった、ど

みなみしょうがっこうのみなさ

かいと

これからも、れんしゅうしてがん

うをして、おもしろかったので、

ゅうができました。はじめてすも

ょうをつかって、すもうのれんし

つくってくださってありがとうございました。どひ

かったです。

１年３組 羽生

りたいです。

１年３組 おおの

ございました。

ました。どうもありがとう

たのしいれんしゅうができ

りっぱなすもうじょうで、

あいり

たつぎもあったら、がんば

がむずかしかったです。ま

れしかったです。すりあし

した。すもうでかって、う

すもうできんちょうしま

空翔

す。あとどひょうがおおき

わしをつかんでやりたいで

はひざをまげます。あとま

です。あとこんどでるとき

きどきしたから、それだけ

らです。あとしんぞうがど

ざをまげなかったからです。あとほんばんだったか

みい
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１年３組 おおつか

平成 年５月 日、大野市の有終南小学校において、当財団が寄贈した土俵の「こけら落とし（落
成式）
」ならびに同校児童を対象にした相撲教室が開催されました。
学習指導要領の改定により、平成 年度から中学校体育授業において武道（相撲・柔道・剣道）が
必修化され、また大野市が平成 年福井国体の相撲会場に決定しているなか、大野市体育協会（当時、
福田隆協会長）などから、小学校においても相撲の振興に注力すべきとして、校庭に土俵を造成する
ことを要望する声があがっていました。当財団は、大野市教育委員会からこの話しを聞き、関係者あ
るいは児童たちの要望に応えたいとの思いを強く抱きました。かくして、市教育委員会や大野市相撲
連盟（松田伸二理事長）と連絡調整しつつ内部手続きを進め、今回の土俵の寄贈、ならびにそれに合
わせた相撲教室開催への運びとなりました。
相撲ファンならびに関係者らの熱い誘致運動に加え、土俵造成においても、平成 年４月に行われ
た大相撲若狭小浜場所で使用され、横綱白鵬らが四股を踏んで固めた土が一部再利用されるなど、相
撲魂のこもった土俵となりました。
落成式のあと、市相撲連盟の協力を得て相撲教室を開催、同校児童 名（内女児３名）が、関係者、
父兄、その他観客らの熱のこもった声援を受けながら、稽古に汗を流しました。
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児童ら、さっそく稽古に汗
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１年１組 たなか
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けて、たくさんれんしゅうさせて
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くれて、ありがとうございました。
こんかいはしあいには、でれませんでしたが、こ
れから、たくさんれんしゅうしてがんばります。
どひょうは、だいじにつかいます。

まけてしまいましたがけっし

れんしゅうにとても、やくだっています。

ほり育英財団のみなさんが土ひょうを作ってくれた

おかげです。本当にありがとうございました。ぼく

ありがとうございました。お

た土俵で、練習して大会でがんばってし合いができ

ぼくは、大堀育英財団のみなさんが、作ってくれ

のすもうのたいかいで、はっきしたいと思います。

ます。そしてこの土ひょうで練習をした成果を来年

いです。ぼくは来年もすもうの大会に出たいと思い

土ひょうのおかげでたくさん練習してけっしょう

ので、本ばんで、いっぱいか

れんしゅうすることができた

がとうこざいます。できるまえまで、土ひょう

た。学校に土ひょうを、つくってくださって、あり

大堀育英財団のみなさんのおかげで強くなりまし

２年２組 どう子

るかもしれない、チャンスと土ひょうをくださ

ひょうで、もっと強くなり、大会で一番になれ

福井新聞社提供

ょうトーナメントまでいけた

かげで三かいもちょうせんで

ました。ぼくは、いい土俵でできてとてもうれしく

本当にありがとうございました。大ほり育英財団の

は、この土ひょうで練習ができるのがとてもうれし

きました。みなさんのおかげ

思います。大会で負けてしまったけど、すばらしい

みなさんこれからもがんばって下さい。

陽向

で、つぎのすもうも、でるこ

土俵で練習できて、こうえいです。お父さんやお母

４年２組 板東

とにしました。それもみなさ

さんが「すばらしい土俵で練習できてよかったね。」

のは、
みなさんのおかげです。

んの、おかげです。ありがと

以前は、お父さんやお母さんに、負けるすがたを

トーナメントにしゅつじょうできました。たくさん

竜聖

と言ってくれました。

見せたくなくて、おうぼしなかったけど、これを機

の練習ができたおかげと土ひょうをくれた会社のお

４年２組 石黒

うございました。

２年２組 山ざき

に、来年の大会は、たくさん練習して一勝できるよ

正一

ぼくは、はじめてすもうの

つことが、
できました。
土ひょ

の形をしたマットで練習をしてきました。学校

どひょうを、かしていただ

い。ほんとうにほんとうに、ありがとうござい

りがとうございました。

ひょうのおかげで強くなれました。本当にどうもあ

うも土ひょうをくれてありがとうございました。土

でも、決勝トーナメントにいけてうれしいです。ど

かったけど、強くなれてうれしかったです。団体戦

かげで強くなれました。よこずなみたいに、なれな

うで、れんしゅうするのは、

に土ひょうができるとは、思っていませんでし

た。

本当に、すばらしい土俵をありがとうございまし

うに、頑張りたいです。

大会に出ました。出ようと思
ったりゆうは、土ひょうでれ
んしゅうしている友だちを見
ていて、たのしそうだなぁと

とってもたのしいです。今ど

た。今つかっている土ひょうで強くなることが

しゅうせい

も、また大会に出たいです。

できました。この土ひょうがなければ、強くな

４年２組 田中

土ひょうをつくってくれて、

れなかったかもしれなかったので、ほんとうに

思ったからです。
土ひょうで、

ありがとうございました。

き、ありがとうございます。

ます。これから、よこずなめざして、がんばり

ありがとうございました。これからも、このど

これから、やってがんばりた

たいです。これからもっと強くなりたいと思い

文太

いと、思います。いつかキャプテンにも、なってみ

ます。ほんとうにありがとうございました。

亮
財団のみなさんのおかげです。ありがとうこざ

ぼくがこんなに強くなれたのは、大ほり育英

４年２組 宮本

たいです。ぼくは、はじめてすもうでたので、しあ
いは、まけてしまいました。でもつぎは、かつよう
にがんばります。

むがく

いました。個人戦ではあまり勝つことはできな

２年１組 こうがわ

大ほりいくえいざいだんのみなさん、ゆうしゅう

かったけど、団体戦でトーナメントにいけたの

けい

ぼくがこんなにつよくなれたのは、おおほりいく

南小学校に、りっぱな土ひょうを、つくってくださ

も、団体戦でゆうしょうできたのも、すべて大

１年１組 みやもと

えいざいだんの、みなさんのおかげです。ありがと

って、ありがとうございます。すもうたいかいの、
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まずは四股（しこ）を踏む稽古から
うございました。
ぼくがけっしょうトーナメントで、

久保俊岳校長より感謝状をいただきました
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ての相もうです。大堀育英財団が作ってくれた土ひ

ぼくは、相もうの大会に出ました。ぼくは、初め

しかったです。今度出るときは、いっぱい練習して、

で橋本礼のり君（上庄）に負けたので、とてもかな

ったです。一番くやしかったのは、個人戦の準決勝

もきんちょうしたけど、勝てたのでとてもうれしか

くゆうが君です。個人戦準々決勝で、戦うのでとて

出たい気持ちが多いです。ぼくのライバルは、少か

と思いました。終わった後にお母さんに「ありがと

えなくてチームのみんなには、もうしわけないなぁ

は、ぼくもいっしょに、戦いたかったです。でも戦

いると、だんだんくやしくなってきます。団体戦で

くやしかった。ぼくの他の人がトロフィーを持って

たです。ぼくはその日はでれなかったので、とても

言われたので途中きけんしました。とてもいたかっ

した。ぼくは足首に入っていて無理をしないように

なれました。しかしぼくは、試合に途中きけんしま

人は二位になれ、団体では三位になれました。さら

しました。そのおかげで、わんぱくずもうでは、個

の土俵ができてから、大会がある日は、毎日練習を

くださってありがとうございます。ぼくたちは、こ

大堀育英財団のみなさん、有終南小学校に土俵を

です。ありがとうございました。

俵でみんなと練習がいっぱいできて、うれしかった

位になりたいと心の中でちかっています。学校の土

三晃

ょうで練習するのがとても楽しくなりました。土ひ

今度は橋本礼のり君に勝ちたいです。土ひょうを作

うと言ってこい」と言われました。ぼくは、言った

に、第二六回大野市小学生相撲選手権大会で個人で

５年２組 千歩

ょうで練習したおかげで、個人戦三位になりました。

ってくれてありがとうござい

しゅんかんよけいに、くやしくなってきました。で

二位になって団体ではなんと一位になりました。こ

日向

これは土ひょうを作ってくれたおかげです。本当に

ました。

ももうすぎた事は、もうわすれようと思ってもわす

れが全部は、ぼくは大堀育英財団のみなさんからい

いかだと思います。ぼくたち六

の教えがあったからこその、せ

６年１組 西川

うれしかったです。
たぶんもう出れないと思うけど、

わたしは四年生くらいの時

れられませんでした。ぼくは今まで初めてこんなけ

ただいた、土俵と先生方と大堀育英財団のみなさん

美桜

からすもうに興味をもちまし

いけんを、しないためにけがをしたくないなあと思

桑森真介理事長にお礼を述べる児童代表

みなさんが土俵を作ってく

せてもらいます。大堀育英財団

は、有終南小学校で大切に使わ

土俵を作っていただきありが

俵 を 大 切にしていきたいです 。

みなさんの作って下さった土

これからも、大堀育英財団の

大 声で言いたいくらいでした 。

ありがとうございました」と

れいな土 俵 を 作っていただ き 、

南校にとてもき

た時に、とってもうれしくて

めての土俵で、すもうをとっ

ほど、うれしかったです。初

と、はげまされました。ゆき

さんまさくんにがんばったな

きなかったけどお父さんお母

うじょうをとれることは、で

した。ぼくはトロフィとしょ

ちがその二個をかくとくしま

んとみつあきくんと山本君た

くとくしたのは、三のみよさ

としょうじょうを、みごとか

ました。南小学校でトロフィ

んめい大きな声でおうえんし

だちのために、いっしょうけ

し合いでまだのこっている友

二回まけてしまったけれど、

後の良い思い出ができてよかっ

てうれしかったです。小学生最

戦は、がんばったため優勝でき

負けてしまいました。でも団体

わしをとられて、
なげだされて、

りました。個人戦では相手にま

り、もちあげたりして、がんば

ました。相手をおしたり投げた

なで力を合わせて優勝をめざし

ったことは、団体戦です。みん

ていました。ぼくが一番がんば

校の小学生が、たくさん参加し

大会がありました。大会には他

今日は、第二六回相撲選手権

５年２組 野尻

☎0779（65）5739

福井県大野市篠座町5-8

〠912-0061

５年１組 田中

た。土俵を作ってくださる前

いました。

やっていました。校庭に書い

たわらがないので、少しやり

ださってうれしいです。今日

のみなさん、ほんとうにありが

年生はもう、使えないけど土俵

にくかったです。けれど土俵

七月一四日（土曜日）に大会

とうございました。

凌史

を作って下さったので、わた

がありました。のですごく心

た土 俵はでこぼこがあったり 、

しは、思わず心の中で「やっ

がどきどきしました。ぼくは

とうございました。

のりちゃんとやるとき、まけ

たです。

たー

大堀育英財団のみなさん、

てくやしかったです。でもエ

海武

土ひょうを作ってくださり本

キサイトでもっと強くなって

「やったー

当にありがとうございます。

次の大会でも、ぜったいに一

健太

土ひょうができ、とても強く

６年１組 佐々木

」と、さけんでしまう

５年２組 榎波

は、校庭に土俵を書きながら
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「富士山キャンプ」を開催

石山 晴稀

平成23年度 子ども野外体験教室

平成

年７月

日、大野市教育委員会のご支援のもと、静岡県キャンプ協会との共催

年度「富士山キャンプ」を開催しました。
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サイトを使用、参加者は大野市内の小学校５～６年生５名でした。
なお、本事業は、東日本大震災の影響とみられる参加者の減少により、平成

年度以

中で初めての１人なので、家に帰ったらみんなに富

士山の事をいろいろ教えてあげたいです。来年も、

富士山キャンプがあったらぜひぜひぜひぜひぜひぜ

日向子

（有終南小学校５年 女子
キャンプネーム：ひな）

ひぜひ参加したいです。富士山ＬＯＶＥ

稲山

んがちがった。テントで寝袋でねてもさむかったで

とってもつめたくて、のんでみるとおいしかったで

１つ目は、じんばのたきに行ったことです。水が

私の一番楽しかったことは３つあります。

す。みんなでたべたごはんはおいしかった。たきび

げのことがちょっとこわくなりました。私ははじめ

とっても楽しかったです。でもそのときからかきあ

そのときは、おぼれかけて、しにそうになったけど

さまれていってかきあげにおされて、ころびました。

す。私は、一番大きな滝の所に、ぐみとおかりには

楓奈

きたいです。

関

いつもはお母さんが作ってくれるけど、今回のキャ

かこうまでいって、そこでお昼ごはんを食べました。

２つ目は、富士山のぼりです。６合目のほうえい

て、どうくつにはいりました。

ンプは自分たちで作ったので、料理には時間がかか

つかれたけど、それは歌を歌っていたせいかなと思

二番目に楽しかった事は、富士山登りです。初め

ちょっとこわかったけど、もうだいじょうぶです。

３つ目は、ＢＢＱです。かきあげがくるときは、

います。

て登ったので、細い道になると落ちそうで怖かった

（有終東小学校６年 男子
キャンプネーム：てらる）

きく使えるブルーシートを張ってくれた。

・自分でもってきたトランプでいっぱい遊べてよか

った。

・夜の集いの小話がよかった。

・ズンゴロ節のおどりをおどったのが楽しかった。

・シルエットクイズなんかがあっておもしろかった。

・ＢＢＱでクイズをしたり、おどったのが楽しかっ

た。

・宝永火口いろいろみたのがよかった。

翔
楽しかったこと

・みんなでいろいろな話ができてよかったし楽しか

・毎日のたき火がいろんなことをできて楽しかった。

・人数が少なくて自由が多くてよかった。

・シャワーにずっと入れてよかった。

った。
・富士山登りが記念にもなったしよかった。

・いい気分てんかんができてよかった。

・たきでどうくつがみれてよかった。

ろかった。

・けいじばんにいろんなことがかいてあっておもし

よかった。

・テントがさむかったけどねぶくろがあったかくて

・夜に話せてよかった。

・滝で持ってきた水飲んだ水がおいしかった。

・カウンセラーの人たちと仲良くできて楽しかった。

・カツオがいつもしないくらい面倒くさいけど、大

た。

・本部がいろいろサービスしてくれてありがたかっ

草もちもくれてよかった。

・草もちの箱にマシュマロを入れてだましたけど、

かった。

・ボンファイヤーでマシュマロを焼いていたのがよ

かった。

・お土産かんしょうでいろんな物を見たりして楽し

かった。

・滝でのゼリービーンズ祭りが冷たかったけど楽し

寺本

たけど、いまはまたきたいと思います。

富士山キャンプにきたときは、ちょっと不安だっ

富士宮やきそばは、とってもおいしかったです。

岡に来たら、次は７合目まで登りたいです。家族の

です。キャンプでは６合目まで登ったので、今度静

母さんに感謝しています。

るんだと思いました。毎日ごはんを作ってくれるお

私は、キャンプ中で料理が一番楽しかったです。

（上庄小学校５年 女子
キャンプネーム：ピッピ）

で火あそびするのがたのしかった。キャンプにまた

キャンプは楽しかったです。静岡と福井のほうげ

降においては当面、実施を見送ることとなりました。

（下庄小学校５年 男子
キャンプネーム：はるちゃん）

がマシュマロを食べられなかったこと。
・滝で水を飲んでどうくつにはいったこと。
・富士山に行ったこと。富士山は登るのがきつかっ
たけど、色がちがう合があったりしておもしろか
った。

（有終西小学校５年 男子
キャンプネーム：ゆう）

・キャンプは楽しかった。温泉に入りたい。

村中 勇斗

富士山登りが楽しかったです。登るのが楽しかっ
たです。空気はうすくはなかった。もう一回富士山
に登りたいです。

24

３泊４日の日程で、会場は富士山麓の静岡県立朝霧野外活動センター・キャンプ場Ａ

により平成

23

・たき火でマシュマロを焼いて食べたこと。かつお

楽しかったこと

23
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貸与奨学金・
返済免除制度の
紹介

当財団の返済免除制度はかつての給付奨学制度を改め、給付奨学の一形態として、修学へのインセンティ
ブおよび公平性の向上を期して採用している制度です。毎年６月、当財団の全貸与奨学生（約30名）のうち
応募者を対象に前年度「学業成績証明書」に基く審査（必要に応じて面接も行う）を実施、
学業成績が優秀、
かつ人格の優れた者１～４名に前年度貸与奨学金１年分について返済免除の特典を付与します。応募方法は
前年度「学業成績証明書」を当事務局に郵送するだけです。平成24年６月の審査には８人が応募、下記の２
名が平成23年度貸与奨学金の返済免除生に選定されました。

『奨学金と将来の自分』
現

平成24年12月吉日

六戸部

美穂

「返済免除生にお選び頂いて」

越前市役所職員

現

駿弥

東京大学大学院 工学系研究科 修士課程１年

早稲田大学 政治経済学部卒（H24.3）

東京大学 工学部卒（H24.3）

武生高等学校卒

武生高等学校卒

私は、生まれも育ちも福井県で、関東に進学が決まったとき、嬉しさと

内藤

この度は平成23年度奨学金返済免除奨学生にお選び頂き、誠にありがと

ともに不安がありました。
両親に生活面を頼ることにも抵抗があったため、

うございます。

学業面以外はできるだけ自分でなんとかしていきたいと思い、関東方面の

私は2008年に武生高校を卒業し、東京大学理科一類に入学し工学部に進

進学者を対象にした大堀育英財団の奨学金を借りることに決めました。

学、2012年に同大学院修士課程に進学いたしました。もともとエネルギー

実際に大学生活が始まると、なにかとお金を使うことが増え、経済的に

関連の研究がしたかったことと、化学に興味があったことから、エネルギ

苦しいものがあり、奨学金を借りて良かったと感じることが多々ありまし

ー関連の材料研究を行なっています。卒業論文では核融合炉材料について

た。また私は将来地元に戻って、
地域のために働きたいと考えていたので、

研究しましたが、現在はよりエネルギーと材料の関係が密接な太陽電池に

大学とは別に公務員のWスクールにも通っていました。その入学金なども

ついて研究をしています。修士課程後は博士課程へと進学した後、一研究

奨学金で賄うことができましたし、忙しくなってアルバイトもなかなかで

者として、世界のエネルギー選択において価値ある貢献をしたいと考えて

きない状態だったので、生活面もたいへん助かりました。

います。

そして現在無事地元に戻り、地域のために働いています。自分の生まれ

私が大堀育英財団から奨学金をお借りし始めたのは学部三年の時です。

育ったゆかりのある地で働くというのは、たいへんやりがいがあります。

学部二年の夏に父が癌で亡くなり、家計が一気に困窮した時に当時住んで

私は今、
「市民と協働」を軸にした職場で働いており、まちづくりに従事し

いた明倫学舎の舎監先生からご紹介を受けました。
東京での生活費は通常、

ている人や地域自治に関して意識の高い人達と一緒に仕事をする機会が多

授業料・家賃・食費など含めると、学生が大学生活をこなしながら全て自

くあります。そうした人達の話を聞いて、より地元のため、地元の人たち

分で賄うことは難しい金額となります。しかしながら現在は大変ありがた

のために頑張っていきたいという思いが強くなりました。それと同時に、

いことに、低所得世帯の大学生への経済的な援助が非常に充実しています。

大学では、行政を専攻していましたが、やはり机に座って聞いているだけ

大学から授業料全額免除や寮での住まいの援助を頂き、奨学金と人並みの

では分からなかった問題が多くあったりと、理想と現実のギャップに驚い

アルバイト収入でやりくりできたため、多くの時間を学業に充てることが

ています。
こうした問題を地域の皆さんと協働して解決していきたいです。

できました。

そして、仕事を退職したあとも、なにかしらの形で地域に関わっていけた

経済的な理由で遠方の大学への進学をためらっている高校生の方もいら

らと思っています。

っしゃるでしょうが、学費を含め仕送り無しでも大学生活をおくることは

奨学金とは、未来ある学生のために投資してくれるものだと思います。

可能です。是非ご自身が学びたいことを学べる大学へ進学して下さい。た

もしやりたいことがあるけれど、金銭的に厳しいと諦める人がいるのは、

だし自由な時間と奨学金の関係はトレードオフではあります。

たいへんもったいないことです。身近な家族や学校だけでなく、学生を応

私の様に博士課程まで進学することを考えている学生は、長ければ九年

援してくれる人はいるのです。やりたいことを諦めず、自分で調べて行動

間も奨学金を借り続けること、加えて博士課程修了者は安定した職に就き

し、奨学金を借りてみることは将来の自分のためになると思います。私も

づらい日本の現状もあり、その返済は気に病むところとなります。今回奨

大堀育英財団の奨学生であった者として、未来ある学生を応援していきた

学金の返済免除生にお選び頂きました。学生としての本業に打ち込むこと

いと思います。

で長期的な負担が減ることを大変ありがたく思い、今後もご期待に添える
よう努力していきます。

10

10
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平成 年度に実施した事業
◦奨学金事業
奨学生数
名（うち給付奨学生 ２名、返済免除生 １名）
支出した貸与額 １，２００万円、支出した給付額 １４４万円
◦富士山キャンプ教室（静岡県キャンプ協会と共催）
日時 ７月 日～７月 日、会場 静岡県立朝霧キャンプ場
参加者 ５名、事業費
万円
◦田渕久美子講演会（大野市地域活動連絡協議会主催）を協賛
日時
月２日、会場 大野市文化会館
入場者数 ４８４人、事業費 協賛金５万円

10

in

25

29

平成 年度に実施した事業（見込みを含む）
◦奨学金事業
奨学生数
名（うち給付奨学生３名、返済免除生２名）
支出した貸与額 １，２００万円、支出した給付額 ２４０万円
◦大野市有終南小学校で相撲教室（土俵を寄贈）
日時 ５月 日、参加人数 同校児童 名（女児３名を含む）
協力団体 大野市相撲連盟、事業費 土俵造成費 万円
◦奥越フットボールクラブ主催のサッカー教室を後援
事業費 後援費５万円、事業の詳細は次号に掲載予定

平成 年度に実施予定の事業
◦奨学金事業
新規採用者 約 名、返済免除生 ３名以内
予定貸与額 １，２００万円、予定給付額 １９２万円
◦公募を実施、審査により当財団との共催、または当財団の後援・
協賛が決定している事業
１．第 回
カントリースクール 大野
Summer
（ＮＰＯ ＯＡＳＩＳ協会主催）
事業費 協賛金５万円、日程等は未定
２．大野市卓球技術講習会（大野市卓球協会＆当財団共催）
事業費 事務費等として５万円のほか講師招請費を別途支出
日程等は未定
３．第 回有終カップ ミニバスケットボール大会
（有終プリティーガールズ・ミニバスケットボールスポーツ少年団主催）
事業費 協賛金９万６千円、日程等は未定
４．大野市中学校吹奏楽祭（大野市中学校吹奏楽連盟主催）
事業費 協賛金７万円、日程等は未定
５．大野市大地の会（大野市大地の会主催）
事業費 協賛金６万円、日程等は未定
６．こどもの絵の見方研修会 野外こどもアート
（大野こどもの絵研究会主催）
事業費 協賛金５万円、日程等は未定
７．トレモロ 周年記念コンサート
（ヴォーカルアンサンブル トレモロ主催）
事業費 協賛金 万円、日程等は未定
８．バレーボール強化練習会２０１４ 大野（同実行委員会）
事業費 協賛金７万円、日程等は未定
10
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平成 年度

奨学生募集要項

目的
福井県出身の優秀な学生で、経済的理由により
修学が困難な者を対象に、修学資金を貸与また
は給付することにより、社会の発展に有益な人
材を育成する。
対象者
福井県出身で、原則として、東京圏（東京・神
奈川・埼玉・千葉の各都県）および大阪圏（大
阪・兵庫・京都の各府県）に所在の大学または
大学院に在学し、学業、人物ともに優秀で、修
学のために経済的な助成を必要とする者。
奨学内容
貸与 月額４万円（無利息）
給付 ６月中旬、
当財団全貸与奨学生（約 名）
のうち希望者を対象に、前年度「成績証明書」
に基づく審査（必要に応じて面接も行う）を実
施し、特に成績優秀かつ人格の優れた者（３名
以内）に、当該前年度貸与奨学金（１年分）に
ついて返済免除（給付奨学）の特典を付与する。
貸与期間
標準修業年限以内（大学は４年。ただし、医学
部および薬学部は６年。大学院の修士課程は２
年。同博士課程は５年）

要 事 項 を 記 入 し、高 等 学 校 長 の「 推 薦 状 」
、直
近の「成績証明書（調査書）
」
（５段階評価で評
定平均値が３．５以上であることが必要）
、およ
び「奨学生願書」に記載の「審査用資料」を添え、
高等学校を通じて当事務局に送付する。内定後
は本人が当事務局に連絡をとり、
手続きを進める。
２．入学後申込
大学１年生または大学院修士課程１年生が対象。
入学後、５月末までに申し込む。所定の「奨学
生願書」に必要事項を記入のうえ、卒業した高
等学校の「成績証明書（調査書）
」および大学の
学長または学部長の「推薦状」を添え、大学を
通じて当事務局に送付する。大学院生の場合は
卒業した大学の「成績証明書」
、および大学院の
学長または研究科長の「推薦状」を添付。内定
後は本人が当事務局と連絡をとり、手続きを進
める。
３．緊急時申込
大学または大学院在学中に経済的事情の急変が
あったとき、随時申し込む。申込方法は右の入
学後申込に準ずるが、
「成績証明書」は大学また
は大学院の直近のものとする。大学２年生以上、
大学院修士課程２年生以上の学生はこれに該
当。
選考
１．予約申込
申込み期限終了後すみやかに理事会において書
類審査および必要に応じて面接諮問を行い選考
する。選考結果は高等学校および本人に通知す
る。「奨学生願書」に記入した志望大学に入学し
なかった場合、内定は取消しとなる。
２．入学後申込
６月初旬、理事会において書類審査および必要
に応じて面接諮問を行い選考する。選考結果は
大学または大学院、および本人に通知する。
３．緊急時申込
審査は随時行うが、４月１日～５月 日の申込
についての審査は、右の「入学後申込」に準じ
て行う。

桑森直道

その他
１．他奨学制度との併用は原則可。ただし、審査
により過多と判断され不採用となる場合があ
る。
２．「奨学生願書」
はホームページよりダウンロード、
プリントアウトのうえ使用のこと。
問合せ先
事務局長
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福井県大野市篠座町５

公益財団法人 大堀育英財団

〒 ９１２

事務所

０７７９

６５

電

話

ＦＡＸ

５７４０

昌之（大野市開成中学校校長）

岬（東京学芸大学教授）

真介（明治大学教授）

Ｅメール
info@ohhori.or.jp
ホームページ
http://www.ohhori.or.jp/

員

理事長

事

桑森

理

射手矢

坪田

事

洋（司法書士）

長谷川祐一（日刊県民福井総務副局長）

監

金森

隆夫（会社役員）

８

北村

恵子（看護師）

泰生（福井県立敦賀工業高等学校教頭）

桑森

事務局

大堀

相談役

直道（事務局長）

格夫

針ヶ谷雅子（大学兼任講師）

浜田

川田香菜子（大野市特別支援教育支援員）

春日井淳夫（明治大学教授）

井尾

評議員

役

337,701,711
（176,198,870）
337,701,711
342,453,213

－

0

正味財産の部
１．指定正味財産
２．一般正味財産
（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

106,312
119,000,000
37,622,000
156,728,312
332,927,182
342,453,213

5

連帯保証人
１名必要（理事会の判断により、２名となるこ
とがある）
返済方法
原則、 年の割賦返済（卒業した年の 月末を
初回とし、以降、毎年７月末および 月末の合
計 回払いが標準）
募集人数
約 名
申込方法
１．予約申込
福井県内の高等学校に在学、あるいは卒業生で
大学入学準備中の者を対象とし、大学入学を前
提に、入学後の奨学金貸与を事前に予約してお
くもの。高等学校３年次の１月１日～２月 日
に申し込む。当財団所定の「奨学生願書」に必

1
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1
1
1

－ －

122,759,000
9,700,000
37,183,830
6,556,040
176,198,870

1
1
1
1
10

15

1

－ －

0

藤島高校
高志高校
武生高校
大野高校
三国高校
金津高校
丸岡高校
代々木高校
合
計

7
5
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
30

－

5,046,178
4,479,853
9,526,031
11
6
6
2
2
1
1
1
30
5

合計
名
校
高
合計

負債の部
１．流動負債
未払金
未払費用
未払法人税等
預り金
流動負債合計
２．固定負債
固定負債合計
負債合計

度
年
当
生
女

平成24年３月31日現在（単位：円）
平成24年９月30日現在（単位：名）
平成24年９月30日現在（単位：名）

院
男
1
2
2

学部生
男
女
4
6
2
2
4
2
1
1
1
1
1
15
10

早稲田大学
慶應義塾大学
大阪大学
東京大学
京都大学
筑波大学
江戸川大学
神戸大学
中央大学
電気通信大学
東京学芸大学
一橋大学
文教大学
明治大学
合
計

12

12

◦貸 借 対 照 表
◦出身高校別奨学生数
◦大学別奨学生数

30

15

生
女
院
男
大学
（院）
名

31

25

10

科
目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
流動資産合計
２．固定資産
⑴ 基本財産合計
⑵ 特定資産
投資有価証券（特）
関連会社株式（特）
奨学金貸与引当預金（特）
奨学金給付引当預金（特）
特定資産合計
⑶ その他固定資産
機械装置
土地
奨学金貸与金
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計
学部生
男
女
6
1
2
2
3
2
1
1
1
1
1

20

10

大堀育英財団
公益財団法人

大堀育英財団だより
平成24年12月吉日

