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公益 財 団法 人

社 のオ1育 英会

1沿 革
2011年 3月 11日 に発 生した東 日本 大震案 により、多くの学生が
修学 の 継続 に支障をきたしている。東北の中核である宮城県 の
学 生の修 学を永 続 的 に支援 することは地 域 の復 興 につながる
一 般財 団法人の社の邦育英会は、
ものと考え、
そうした宮城県の
学 生 に経 済的援助 をする育英奨学 事業 を目的 とした非 営利型
法人 として2014年 4月 に発足 した。
2016年 7月 1日 に公益財団法人に移行した。
さらなる事業の拡充を図り、
2目 的 ・事業内容
育英奨学事業 (奨 学金 )
(A)目 的
宮城県 内の大学等 に在学、
または宮城県 内に居住 し大学等
に在 学 している有 為 の学 生 のうち、
学術優 秀 、
品 行方正 で
ありながら経 済 的理 由により修 学 が困難 な者 に対 し奨 学
援護 を行い、
以 つて社会有用 の人材を育成すること。

(B)事 業内容
① 奨学金の給与
短期大学生
月額 80,000円
ク 100,000円
大学生
ク 100,000円
大学院生
上記支給期間は卒業(修 了)ま での最短修業期間とする。
受給者は、
奨学金の返還義務を負わない。
② 奨学生研修 ・懇親会 年一回開催

3奨 学生応募要綱
応募資格
① 宮城県内の大学に在学または宮城県内に居住し、
大学等に
在学している学生。
品行方正でありながら経済的理 由により修学が
② 学術優秀、
困難な者。
応募に関する注意事項
① 電話による申込願書の請求には応じない。必ず書面によること。
② 応募書類は一切返却しない。
③ 募集についてのP00い 合わせには氏名、
住所、
学校名を明らかに
すること。
応募に必要な提出書類
① 奨学生願書 (当 会所定用紙 )
② 参考資料 (当 会所定用紙 )
③ 在学証明書 (入 学年月日記入のもの)
④ 最近の成績証明書 (博 士・修士課程は、
学部在籍時の成績
証明書も必要)
あるいは主たる家計支持者の前年の所得証明書
⑥ 父、
理、
⑥ 指導教官または主任教授の推薦書 (親 展のこと)
⑦ 写真 1枚 (上 半身の近影を願書に貼付すること)
③ 住民票の写し (宮 城県内居住で宮城県以外に所在する学
校に在学する学生のみ)

採用予定数
毎年 10名 程度
募集時期
毎年 5月 学校宛募集要項 ・願書送付
7月 中旬 応募書類締切
選考
① 選考委 員会において書 類審査及び面接 による選考の上、
代表
理事が決定する。
② 面接 は8月 下旬 〜9月 上旬 に行う。(面 接対象者宛てに期 日を
通知する。)
③ 選考の結果は9月 中旬、
学校及び本人宛書面 にて通知する。

4奨 学生 への注意事項
届 出事項
次の事項に変更がある時は、
速やかに届け出ること。
① 氏名又は住所 ‐電話番号の変更、
住居表示 の変更等
② 奨学金払込□座の変更
退学又は復学した時
③ 体学、
報告事項
① 毎月 1回 ハガキによる近況報告
② 毎年 1回 (4月 頃)生 活状況報告書及び在学証明書、
成績証明書
の提出
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所在地

宮城%台 市青葉区一番町461仙 台第一生命タワービル 16階
T980‑0811 電話 022‑225‑5551

設立

平成 26年 (2014年 )4月 1日
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代表理事
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監事
評議員

職員

杜の邦育英会

守谷 正平
我妻 敦
中山 啓子
沼邊 ―郎
花 田 光世
佐々本 英男
三宅 茂久
鎌 田 秀夫
福 田 光則
御子柴 克彦
守谷 元―

株式会社 守谷商会 顧 P。3
蔵王町社会福祉協議会 統括局長
東北大学 大学院 教授
蔵王 EB」 七 日原前 区長
慶応義塾大学 名誉教授
佐々本英男税理士事務所 税理士
ナーズ統括代表社員 税理士
税理士法人山田&パ ト
株式会社 泉緑化 代表取締役社長
東北大学 大学院 教授
上海科技大学 教授
慶應義塾大学 博士課程

井上

株式会社 GM INVESTMENTS秘 書室担当部長

啓
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