２０１０年度（第２４期）事業報告書
（２０１０年４月～２０１１年３月）

２０１０年８月２日付で松下国際財団は松下幸之助花の万博記念財団を吸収合併し、
松下幸之助記念財団と名称を改め、両財団の事業を継続した。
当該期間内に実施した事業は以下の通り。

＜旧松下国際財団からの継続事業＞
【外国人留学助成】

46,355 千円

アジアからの国際大学留学生１６名に対する奨学金助成 （２２年目）
・１年生８名、２年生８名
・累計助成者数 ：１５３名
（男性９３名 女性６０名、１６か国・地域）

２０１０年
6月16日

２年生卒業前の財団訪問（修了報告）

6月25日

国際大学修了式 出席

10月14-15日

国際大学訪問
・新留学生（８名）オリエンテーション
・個人面談

11月19-20日

１年生東京研修
・東京大学（本郷）
・パナソニックセンター東京 などを訪問
・国際大学同窓会開催（ＯＢ １１名参加）

12月初旬

国際大学同窓生ニュース「大志」発行（第１２号）

12月21-23日

１年生関西研修
・パナソニックセンター大阪
・松下幸之助歴史館
・京都大学等を訪問

２０１１年
3月10-11日

国際大学訪問 冬期個人面談

【日本人留学助成】 「松下国際スカラシップ」

57,198 千円

アジア、中近東、アフリカ、ラテンアメリカ地域への留学助成 （１３年目）
・本年度の認定者は１９名 （アジア９名、中近東３名、アフリカ３名、ラテンアメリカ４名）
・累計助成者数 ： １４２名（うち助成終了者 ９６名、留学先：３７か国・地域）
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２０１０年
6月8日

第１次選考委員会（書類）（於：リーガロイヤルホテル大阪）
応募者５５名から２６名選出

6月28日

第２次選考委員会（面接）（於：リーガロイヤルホテル大阪）
２０名全員を最終選出 （１名辞退）

9月22日

2010年度「松下国際スカラシップ」認定式

（於：パナソニック本社）

・認定者１９名に認定証授与
10月16日 第６回松下国際スカラシップフォーラム開催 （於：東京大学弥生講堂）
・ プログラム
「基調講演」 ”現場から問う” －「他者」に対する想像力の獲得にむけて－
講師：大阪大学大学院教授 栗本英世氏
「発表」
松下国際スカラシップ終了生 ５名 （インド、タイ ２名、ベトナム、マリ）

・ 参加人数：７０名
・ 共催：フォーラム委員会 (会長：水口拓寿氏 東京大学助教、2000年度奨学生）
松下幸之助記念財団
・ 後援：外務省
10月下旬

松下国際スカラシップ留学終了者、新規７名のブックレット出版（累計２３名、２３タイトル出版）

12月初旬

松下国際スカラシップニュース「大志」第１１号を発行

【研 究 助 成】

42,251 千円

人文・社会科学分野の研究を行う博士後期課程在籍者及び博士後期課程終了後５年以内の
研究者への助成（２２年目）
２０１０年
7月30日

選考委員会 （於：リーガロイヤルホテル大阪）

応募総数 ３６５件、合格者数 ８０件
（博士後期課程在籍者 ５８名、 博士後期課程終了後５年以内 ２２ 名）
日本人

外国人

合計

248
65

117
15

365
80

応募件数
助成件数

1989年～2010年
累計助成者数：1,550件

【国際交流助成】

2,795 千円

トルコ国 チャナッカレ３月１８日大学日本語教育学科学生の日本研修を助成 （1４年目）
・本年度は学生６名が研修に参加
・累計助成者数 … ７３名
２０１０年
8月21日-29日
8月30日-31日
9月1日-4日

広島国際プラザにて日本語研修
仁科講師引率のもと６名の学生が財団を訪問し、松下理事長と昼食懇談
松下幸之助歴史館、パナソニックセンター大阪、京都大学等を訪問
枚方近辺でのホームステイ
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＜旧松下幸之助花の万博記念財団からの継続事業＞
【第１９回松下幸之助花の万博記念賞 顕彰事業】
１） 受賞候補者の推薦依頼

12,920 千円

２０１０年６月

推薦人２４９名に推薦依頼
２） 候補者の推薦締切り

２０１０年８月

記 念 賞

２１件

記念奨励賞

２９件

選考対象 合計

５０件

３） 選考委員会
最終選考委員会にて受賞候補者を決定

２０１０年１０月

４） 理事会承認

２０１０年１１月

５） 第１９回記念賞贈呈式

２０１１年２月５日

一般公開でリーガロイヤルホテル大阪にて開催。約150名が参加。
【受賞者氏名】
記 念 賞
唐澤耕司

（財）海洋博覧会記念公園管理財団 研究顧問

記念奨励賞

酒井章子

総合地球環境学研究所 准教授

記念奨励賞

森 弦一

NPO法人 栽培植物分類名称研究所 副理事長

＊当日、祝賀会をリーガロイヤルホテル大阪にて開催
４） 第７６回 理 事 会 （２０１０年１１月２６日）
選考委員会から推挙された 上記の受賞候補者を 理事会にて決定。

【理念普及事業】

918 千円

今回の受賞者３名の方々が講演を行った。
① 唐澤耕司氏
テーマ：ランの多様な進化
② 酒井章子氏
テーマ：送粉共生系 －花と虫の織りなすネットワーク －
③ 森 弦一氏
テーマ：きみしかないか；ダーウィン

【”花の万博” 基本理念に関わる研究・行事等に対する助成事業】
ＮＰＯ法人地球環境大学が主催する「地球環境大学講座」への助成
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1,146 千円

理事会・評議員会等の開催
（１）第７２回理事会・第５３回評議員会
・開催日： ２０１０年６月２日（水） 於 松下国際財団 会議室
・出席者： 理事・評議員全員（書面表決者を含む）
・議 事： ① ２００９年度 事業報告案承認の件
② ２００９年度 決算案承認の件
上記２議案を審議の結果、すべて原案通り承認された。
（２）第７３回理事会・第５４回評議員会
・開催日： ２０１０年７月５日（月） 於 松下国際財団 会議室
・出席者： 理事・評議員全員（書面表決者を含む）
・議 事： ① 理事・監事の選任並びに辞任の件
② 評議員の選任並びに辞任の件の件
上記２議案を審議の結果、すべて原案通り承認された。
（３）第７４回理事会
・開催日： ２０１０年８月３０日（月） 於 松下幸之助記念財団 会議室
・出席者： 理事全員（書面表決者を含む）
・議 事： ① ２０１０年度 ｢研究助成｣助成金支給対象者案 承認の件
② ２０１０年度 ｢松下国際ｽｶﾗｼｯﾌﾟ｣奨学金支給対象者案 承認の件
上記２議案を審議の結果、すべて原案通り承認された。
（４）第７５回理事会・第５５回評議員会
・開催日： ２０１０年９月１４日（火） 於 リーガロイヤルホテル大阪
・出席者： 理事・評議員
・報告事項： 財団法人松下幸之助記念財団の発足と活動内容について
（５）第７６回理事会
・開催日： ２０１０年１１月２６日（金） 於 松下幸之助記念財団 会議室
・出席者： 理事全員（書面表決者を含む）
・議 事： 第１９回「松下幸之助花の万博記念賞」受賞者承認の件
上記議案を審議の結果、原案通り承認された。
（６）第７７回理事会
・開催日： ２０１１年１月２４日（月）
於 松下幸之助記念財団 会議室
・出席者： 理事全員（書面表決者を含む）
・議 事： ① 公益財団法人移行後の「最初の評議員選定委員会」の外部委員承認の件
② 最初の評議員選定委員会運営の件
上記２議案を審議の結果、すべて原案通り承認された。
（７）最初の評議員選定委員会
於リーガロイヤルホテル大阪
・開催日： ２０１１年２月１７日（木）
・出席者： 評議員選定委員全員
・議 事： 財団法人松下幸之助記念財団が公益財団法人へ移行後の最初の評議員選任の件
上記議案を審議の結果、原案通り承認された。
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（８）第７８回理事会・第５６回評議員会
・開催日： ２０１１年３月３日（木）
於 リーガロイヤルホテル大阪
・出席者： 理事・評議員全員（書面表決者を含む）
・議 事： ①２０１１年度 事業計画および収支予算案承認の件
②理事・監事の任期満了による改選の件
③２０１１年度 ｢研究助成｣選考委員選任の件
④２０１１年度 ｢松下幸之助国際スカラシップ｣選考委員選任の件
⑤２０１１年度 ｢松下幸之助花の万博記念賞｣選考委員選任の件
⑥公益財団法人移行後の定款（案）承認の件
上記６議案を審議の結果、すべて原案通り承認された。
以上
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