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公益財団法人江副記念リクルート財団 

2019年度事業報告書 

（2019年 4月 1日から 2020年 3月 31日まで） 

 

 

 当財団は、我が国の学術、芸術、スポーツの向上を図るため、学業・技能 ・人格に優れ、かつ健康で

向上心旺盛な者に対して奨学金の給付、および助成を行うとともに、人材の育成、創造の開発、スポー

ツの活発化等に向けた事業を行うことにより、もって我が国の社会ならびに芸術文化の振興・発展に寄

与することを目的としています。当年度は以下のような事業活動を行いました。 

 

 

Ⅰ．事業の概要 

 

＜１＞奨学金給付事業 

当年度は各部門において以下の通り奨学金の給付を行いました。 

 

（１）奨学生人数 

 

 

2019年度奨学生の選考について 

 

【器楽部門】 

公募による応募者の中で選考委員の推薦があったものに対して、選考委員会において実技

審査および面接審査を実施したのち、理事会において決定しました。 

 

【スポーツ部門】 

以下の競技に対し、国内外の大会で優秀な成績を有し、主管する競技団体が推薦するものに

対して、選考委員会において面接審査を実施したのち、理事会において決定しました。 

＜選考対象競技＞ 

クライミング、自転車競技、セーリング、体操、バスケットボール、ハンドボール、 

フェンシング、ライフル射撃、ラグビー、陸上競技 

 

 

 

（2020年3月末時点）

部門 国内 海外留学 合計
学術 0名 33名 33名
器楽 5名 8名 13名
現代アート 0名 5名 5名
スポーツ 11名 1名 12名

合計 16名 47名 63名
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【アート部門】 

公募による応募者に対して、選考委員会において作品審査および面接審査を実施したのち、

理事会において決定しました。 

 

    【学術部門】 

公募による応募者に対して、選考委員会において面接審査を実施したのち、理事会において

決定しました。 

 

（２）奨学金給付額 

【月例奨学金】 

国内在住学生 月額 20万円／人 

海外留学生  月額 25万円／人 ＊学術部門は上限 1,000万円 

 

 

【特別奨学金】 

 

 

＜器楽・声楽部門＞ 

2019年 12 月 14日に開催した成果発表会への出演料 

    ＜スポーツ部門＞ 

     八村塁選手への特別奨学金 

年間MVPの受賞者 2名に対する給付 

 

【奨学金合計】 

210,918,443 円 

 

 

＜２＞助成金給付事業 

当年度は以下の通り助成金の給付を行いました。 

 

（円）

部門 国内 海外留学 合計
学術 0 133,268,443 133,268,443
器楽 12,000,000 24,100,000 36,100,000
現代アート 0 10,000,000 10,000,000
スポーツ 26,400,000 2,500,000 28,900,000

合計 38,400,000 169,868,443 208,268,443
＊海外留学者は、留学開始月より給付開始

（円）

部門 給付人数 給付額
器楽 15 1,500,000
スポーツ 3 1,150,000

合計 18 2,650,000
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団体への助成 

   

 

   個人への助成 

      

 

   個人へのオリンピック特別助成金 7名 53,090,800 円 

 

選考について 

団体についてはホームページにより助成の募集を行い、主催団体からの助成要請を受け、選

考委員会において実施内容の審査を実施したのち、理事会において決定しました。また、個

人助成については、奨学生選考に準じて審査を行い、個別評価結果をふまえて、理事会にお

いて決定しました。 

 

＜３＞その他の奨学金事業に付随する事業 

 

（１）選考委員会 

当年度は以下の通り選考委員会を開催いたしました。 

【器楽部門選考会】 

日 程  2019年 12月 11日（水） 

場 所  東京文化会館小ホール 

選考内容  2020年度奨学生の選考 

 

日 程  2019 年 12月 11日（水） 

場 所  東京文化会館会議室 

選考内容 2020年度個人助成事業の選考 

 

【スポーツ部門選考会】 

日 程  2020年 2月 26日（水）、28日（金）、29日（土） 

場 所  虎ノ門法曹ビル 

選考内容 2020年度奨学生の選考 

（円）

部門 種類 件数 助成金額
学術 人材育成活動への助成 2 13,550,000
器楽 国内大会・コンクールへの助成 3 2,500,000
スポーツ 人材育成活動への助成 16 30,000,000

合計 21 46,050,000

（円）

部門 給付人数 給付額
器楽 2 6,000,000
スポーツ 2 3,600,000

合計 4 9,600,000
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日 程  2020 年 2月 26日（水）、28日（金）、29日（土） 

場 所  虎ノ門法曹ビル 

選考内容  2020年度助成事業の選考 

 

【アート部門選考会】 

日 程  2019年 10月 29日（火）、30日（水） 

場 所  虎ノ門法曹ビル 

選考内容  2020年度奨学生の選考 

 

【学術部門選考会】 

日 程  2019年 11月 15日（金）、16 日（土）、17日（日）、20日（水） 

場 所  虎ノ門法曹ビル、リクルートGINZA8ビル 

選考内容  2020年度奨学生の選考 

 

日 程  2019年 11月 17日（日）、20 日（水） 

場 所  虎ノ門法曹ビル、リクルートGINZA8ビル 

選考内容  2020年度助成事業の選考 

 

（２）卒業入学祝賀会 

第 49回スカラシップ総会は、東京 2020 オリンピック出場選手の壮行会を兼ねて、2020年

7 月 5日に行う予定だったため、2019 年度は開催しませんでした。 

 

（３）成果発表会 

器楽部門奨学生による日頃の研鑽の成果を披露する成果発表会を、当年度は以下の通り開

催いたしました。 

【第 25回江副記念財団コンサート】 

日 時  2019年 12月 14日（土） 

場 所      第一生命ホール 

出演者       岡本侑也、阪田知樹、上野通明、桑原志織、北川千紗、 

周防亮介、吉田南、辻彩奈、小林海都、水野優也 

外村理紗、戸澤采紀、前田妃奈、反田恭平、上野耕平 

以上奨学生 13名、個人助成 2名 

（４）ホームページ、SNSメディアによる広報活動 

ホームページ、フェイスブック等のネットメディアを使って、奨学生の活動状況、財団の事

業内容等の広報活動を行ってまいりました。 

ホームページは月間のアクセスが約 6,400 セッション、動画の再生回数が月間約 6,800 回と

多くの方に閲覧していただいております。 

また、フェイスブックでも現役奨学生の活動報告を中心に広報活動を行っております。 
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（５）奨学金を受ける者への指導等 

給付を行っている奨学生より毎月、活動状況についてレポートの提出を受け、連絡を取って

います。 

また、そのレポートを「事務局便り」にまとめて奨学生に配布をしており、その際にも当財

団からの事務連絡や指示、指導等を行っております。 

その他、随時発生する連絡は、メール、電話を通して行っております。 

 

  

 

Ⅱ．庶務の概要 

 

＜１＞理事・監事・評議員に関する事項 

理事の定数   3名以上 8名以内   現在非常勤 3名  任期 1年 

監事の定数   2名以内       現在非常勤 2名  任期 2年 

評議員の定数  5名以上 10名以内  現在非常勤 6名  任期 4年 

 

【理事・監事一覧】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2020年3月31日現在）
役職名 氏名 任期 常勤/非常勤

代表理事
理事長

峰岸　真澄
2019年6月28日～

　2020年定時評議員会まで
非常勤

代表理事
専務理事

鶴　宏明
2019年6月28日～

　2020年定時評議員会まで
非常勤

理　事 村井　満
2019年6月28日～

　2020年定時評議員会まで
非常勤

監　事 曾我　隆二
2019年1月8日～

　2020年定時評議員会まで
非常勤

監　事 別府　博文
2019年6月28日～

　2021年定時評議員会まで
非常勤
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【評議員一覧】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2020年3月31日現在）
役職名 氏名 任期 常勤/非常勤

評議員
（評議員会長）

釘崎　広光
2019年6月28日～

　2023年定時評議員会まで
非常勤

評議員 石田　省三郎
2016年6月27日～

　2020年定時評議員会まで
非常勤

評議員 佐々木　文裕
2018年6月22日～

　2022年定時評議員会まで
非常勤

評議員 鎌田　勝
2016年6月27日～

　2020年定時評議員会まで
非常勤

評議員 花形　照美
2016年6月27日～

　2020年定時評議員会まで
非常勤

評議員 長嶋　由紀子
2016年6月27日～

　2020年定時評議員会まで
非常勤
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＜２＞会議に関する事項 

【理事会】 

 

 

 

 

開催年月日 議事事項 結果
2019年5月10日

（決議の省略の方法による）

・東京オリンピック特別助成の金額の変更 原案通り承認
〃

2019年6月4日 ・評議員会招集の件
・2020年募集および中期計画の修正について
・2018年度事業報告および計算書類等承認の件
・特別奨学金に関する運用内規の制定
・学術部門2020年度募集計画の決定
・アート部門2020年度募集計画の決定
・器楽部門2020年度募集計画の決定
・役員等候補者決定の件
・評議員候補者決定の件
・選考委員の選出と委嘱の件

原案通り承認
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

2019年6月28日 ・代表理事選定の件
・役員報酬の件 
・選考委員の選出と委嘱の件

原案通り承認
〃
〃

2019年9月12日
（決議の省略の方法による）

・学術部門奨学生（関根崚人）への特別奨学金支給 原案通り承認

2019年11月8日
（決議の省略の方法による）

・2020年度アート部門奨学生の決定
・器楽部門助成事業の決定

原案通り承認
〃

2019年12月3日 ・2020年度学術部門奨学生の決定
・2020年度学術部門助成事業の決定
・器楽アドバイサー選出の件
（報告）
・スポーツ部門東京オリンピック特別助成について
・12月17日に電子理事会をする旨の報告

原案通り承認
〃
〃

2019年12月17日
（決議の省略の方法による）

・2020年度器楽部門奨学生の決定
・財団コンサート出演に対する特別奨学金給付の件
（報告）
・財団運営報告 (2019年7月～12月)

原案通り承認
〃

2019年12月20日
（決議の省略の方法による）

・器楽部門個人助成及び2020年度計画変更の決定 原案通り承認

2020年2月14日
（決議の省略の方法による）

・リクルートへの寄付の要請 原案通り承認

2020年3月18日 ・オリンピック特別助成対象者の追加の件
・2019年度スポーツ部門 特別奨学金(MVP)の件
・2020年度スポーツ部門 奨学生選考の決定
・2020年度スポーツ部門 助成事業選考の決定
・2020年度事業計画ならびに収支予算の件
・2019、2020年度役員報酬の件

原案通り承認
〃
〃
〃
〃
〃



8 / 9 

 

 

【評議員会】 

 

 

以 上 

 

  

開催年月日 議事事項 結果
2019年6月28日 ・2018年度事業報告および計算書類等承認の件

・役員等選任の件
・評議員選任の件
（報告）
・財団運営報告 (書面配布)

原案通り承認
〃
〃
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付属明細書 

 

 

 

 該当なし。 

 

以 上 

 


