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財団法人酪農育英会刊

◉題字／原田

「酪農育英会だより」の発刊に当たって
財団法人酪農育英会理事長

勇

原田

勇

2009年６月30日の酪農育英会

役職員や、これを理解する多くの関係者に支えられ

の評議員会・理事会において、

て、今日もその事業を継続できていることは、誠に

私がこの歴史と伝統のある、し

有難いことであります。とくにごく最近の出来ごと

かも極めて誠心な財団法人の理

ですが、北海タイムス教育文化振興財団（理事長・

事長を務めるようにと命ぜられ

村谷俊治氏）は本年５月と７月の二度に亘って総額

ました。

2,500万円余の尊いご浄財を本法人に寄付されました。

学問、教育一途に生きてきた私は、それをさかの

私はこのような篤志家の行為に痛く励まされ、い

ぼること２年前、酪農学園の学園長に命ぜられまし

よいよ心を引きしめて、この酪農育英会の事業を推

た。80歳を過ぎていましたので、このような重要な

進しなければならないと心に決めているところであ

役割りを引き受けるべきかどうかと判断に迷ったの

ります。

ですが、しかし諸般の事情を勘案して、天の命ずる

酪農育英会との関係を何らかのご縁で関わること

ところと信じて、これを受けた次第でした。

になった方々が、その後の交流を通して、この会が

このたびの酪農育英会の仕事も、それと同様ある

その目的にむかって充実したものになるためにも、

いはそれ以上に恐れ多い仕事であると自覚しなが

またお一人おひとりの成長のためにもと考え、この

ら、それも止むを得ないことと心に決め、お引き受

たび「酪農育英会だより」を発刊することとしまし

けした次第です。

た。このたよりを通してその目的達成のために少し

ところで、これまでの酪農育英会の歴史を急ぎた

でもお役に立つことができれば、誠に幸いなことで

どってみますと、酪農学園や雪印乳業の創立者であ

あります。

る黒澤酉蔵先生ご夫妻の寄付によって始まったもの

どうぞ、この「酪農育英会だより」が、創立者が

で「関係会社、団体、個人の寄付の数々のご協力と

申していますように、「酪農を通して日本はおろか、

歴代執行者の熱意ある運営により、幾多の問題も乗

全人類の福祉向上に貢献しうる人材をはぐくみ育て

り越え今日を迎えた」と黒澤信次郎理事（酉蔵の二

る使命を持つ」という理念を具体化するためにも、

男）は設立五十周年記念誌に記しています。

関係をもった一人ひとりが、この理解者となり、具

また、
「酪農育英」の第１号（1960年12月）に本

現者として成長し社会に貢献されるよう、強く念願

会の設立者で初代理事長の黒澤酉蔵先生は「今日最

するものであります。

も必要なのは、一も人、二も人、三も人である。産

いまや、日本やアジア諸国は、多くの有為な若者

業の興隆も、文化の発揚も、社会福祉も、国家の繁

が経済的理由から、学ぶことの前途がふさがれてい

栄も、結局は人の問題である」と記しています。

る時代でもあります。どうぞ幾ばくかのご寄付を本

このような創立者の理念を受けて、本育英会の寄

会のために捧げていただけたら、誠に有難いことと

附行為に、その目的は「優秀な青年、学徒で経済的

思います。（酪農学園後援会を通して“酪農育英会”

理由により修学困難なものに対し、学費を貸与又は

と指示いただければ免税処置となります）

給与して修学を助けるとともに、酪農研究を奨励し、

最後になりましたが、この事業を立ち上げ、その

もって社会に有用な人材を育成する」となっていま

成長を夢みて努力されたお一人おひとりに、またす

す。

でに天に召された創立者やその後の役職員に対し

このような理念に貫かれた本育英会は、その後の

て、衷心より敬意を表すると共に冥福を祈ります。
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酪農育英会だより

酪農学園の出番到来
酪農学園理事長

麻田

新しい公益法人制度について
信二

酪農育英会常務理事

日下

雅順

わが酪農学園が短期大学を設立

2008年（平成20）12月新しい公

して60周年、大学を設立して50周

益法人制度が施行され、現在認定

年を迎え､ 本年９月、多くの卒業

を受けている財団・社団法人は、
2013年（平成25）11月までに公益

生や関係者の出席をいただき、和

法人の認定を受けるか、一般法人

やかな雰囲気の中で記念事業が行

として認可を受けるか、解散するかの３通りから選

われましたことは大きな喜びです。

択することとなりました。もちろん酪農育英会も該

これまで短大、大学合わせて３万人を超える卒業

当します。（現在は自動的に特例民法法人となって

生が社会に送り出され、国内外において、三愛精神

おり従前通りの扱いを受けております）

を胸に酪農学園出身者ならではの活躍があり、高い

公益法人になりますと、個人・団体等が寄付をす

評価を得ています。今後ともわが国の発展と世界の

る場合、寄付優遇の「特定公益増進法人」に該当し、

平和に貢献する人材を送り出す学校として発展する

減税対象となり、また、公益法人も源泉所得税等が

ことが、創立者の想いと社会の期待に応える道であ

非課税となります。

ると考えております。
今日の世界を見ると、土壌の流亡と資源の枯渇、
地球の温暖化と生物多様性の喪失、地球人口の増加

そのためには、公益目的事業比率が50％以上であ
るなどの厳しい条件をクリアする必要があります。
認定基準の主なものは次のとおりです。

と食料の安定確保などが大きな問題であります。そ

１．経理的基盤を有すること：法人が安定的かつ継

して、食料を賄えない国が繁栄し続けることは出来

続的な公益目的事業を行うのに必要な「経理的基

ないことは歴史の習いであり、農業の担い手の減少

盤」があること。

と農業の衰退は、わが国の盛衰に関わる重大な問題

２．技術的能力を有すること：事業を実施するため

です。

の専門的能力を持つ人材、設備を有していること。

20年 ほ ど 前、
「耕す文化の時代」
（木村尚三郎

３．特別な利益を与える行為を行わないこと：法人

PHP 文庫）という本が出されております。この本

はその事業を行うにあたって理事などの法人関係

の中に、
「農業の土壌の上に産業社会が成り立って

者、株式会社その他の営利事業を営むものなどに、

おり、その農業を軽視し、みんなが農業体験を持た

「特別の利益」を与えてはいけないこと。

なくなれば、人々の心がばらばらになるだけでなく

４．収支相償度あると見込まれること：法人は公益

土に根ざした文化そのものが衰退する。科学技術の

目的事業に係る収入の額が、その事業に必要な適

進歩もなくなり、社会の発展は望めない」とありま

正な費用を償う額を超えてはいけないこと。

す。

５．公益目的事業が50％以上であると見込まれること：

また、作家の曾野綾子さんは、10年前の政府の教

事業比率は事業の実施費用で計算します。公益目

育改革国民会議において、原則として、18歳で農作

的事業に要する費用が、事業費及び管理費の合計

業や高齢者介護などの奉仕活動に１年間従事するこ

額に占める割合は50％以上であること。

とを提言していますが、これからの時代、農作業体

６．遊休財産額が制限を超えないと見込まれること：

験を教育に幅広く取り入れていくことが重要であ

法人の純資産に計上された額のうち、具体的な使

り、そういう面では、酪農学園の出番が来ているの

途の定まっていない財産で、１年分の公益目的事

です。

業費相当額を超えないこと等。

18歳人口の減少は、私学経営にとっては大きな艱

その他理事・評議員に関する規程も厳格化され、

難ですが、三愛主義を建学の精神に持つ酪農学園に

法人のガバナンスに関する様々な事項も明確に定め

は、大いなる希望があると考えています。大学開学

られました。このような厳しい内容ですが、本会と

50周年を節目に、酪農学園が大きく発展することを

しましては、ぜひ公益法人の認定を受けるべく取り

願っています。

組みを始めております。
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財団解散と残余財産の寄付に思う
（ 財 ）北海タイムス教育文化振興財団理事長

今 回、
「酪農
育英会だより」
を発行すること
になったので原
稿をぜひにとい
うことで筆をとることになりまし
た。私は1984（昭和59） 年まで北
海タイムス社に勤めており、その

興財団は正式に解散となったわけ
であります。酪農学園と北海タイ
ムスの関係は黒澤酉蔵先生が双方
に深く関与していたからでありま
す。また、1972（昭和47） 年に北
海タイムスの社長に就任した川村
秀雄先生も酪農学園に関係があっ
たように思っています。黒澤先生
は第二次大戦後の北海タイムスの
創刊（当時は新北海）に佐藤貢先
生ともども、財政面等、側面から
深く関与していました。先生達は
きっと北海道内の公平な世論づく
りが重要と考えた故でしょう。
黒澤先生は1960（昭和35） 年に

北海タイムスの代表取締役社長と
して、社の経営再建を果たし、そ
の後会長、相談役と関係してきま

種々と話をいたしました。
普段の情熱的な話とは違い、大
変冷静で客観的な見方に感心した

した。先生のことについては、杉
山喜一郎記者（北海タイムス教育
文化振興財団常務理事）及び浅田

ことを覚えております。私は大阪支
社での仕事があり、先生は迎えが
来ていましたので、大阪駅で別れ、

英祺記者の方が、当時先生の秘書
をしていたので、私よりくわしく
知っているはずですが、私にもい
くつか思い出があります。当時（昭

夜に雪印の宿泊所で一緒に風呂に
も入り泊まりもしました。高齢なの
に、よく鍛えられた体格にびっくり

和39年〜 42年） 私は東京支社に勤

めておりました。
先生は北海タイムスというより
雪印やその他の用務で、よく上京
しておりました。次男の黒澤信二
郎さんが千葉県で牧場をやってお
り、そこへ先生と一緒に伺ったこ
とがあります。
当時はまだ広い野原でしたが今
は住宅地となっていると思いま
す。信二郎さんは、その後千歳市
に牧場を移し、先生もそこで生活

したことを覚えております。
先生は北海タイムスのことをずっ
と気にかけており札幌本社に来ら
れた時には、よく私の顔色で社の経
営状況を判断したとのことでした。
私は昭和59年末に退職しました
が、財団の理事はそのままでした。
以上簡単ですが残余財産寄付の経
緯を記した次第であります。近年
少子化から教育環境は厳しさを増
しておりますが、酪農学園並びに
酪農育英会の今後の発展を願って
おります。
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財団法人酪農育英会設立趣意書

英会に寄付することに理事会等で
決定いたし、今春、寄付を実施さ
せていただきました。
これで北海タイムス教育文化振

俊治

行きの列車で一緒になったことが
あります。相当高齢なので世話を
してくれと社の者にいわれたので
すが、世話どころか大変元気で、

義 務 教 育 を 終った 青 少 年 が 高 等 学 校 以 上
の教育を受け得る者は案外少なく、特に辺地
の農漁山村においてはその数極めて少なく、
従ってわが国大部分の青少年は向学の志を抱
きながら家庭貧困のためあたら英才をうもら
せているのが現実の姿である。しかし国家の育英援護施設の
在り方は高校在学以上の在校生のみに限られ、学校に入学し
得ざる大部分の青少年には何等救いの手が無いのである。
これら気の毒な青少年中優秀なものを選抜して奨学資金を
貸与し、育英奨学の道を講じてその学業を完遂せしめんとす
るのが本会の目的である。
思うに将来におけるわが国農業は酪農の発展によって漸く
活路を見出し得る運命に置かれているというも過言でなく、
わが国民の食生活の改善もこれによって達成せられあわせて
日本壱億の食糧自給が、しかも合理的に保健的に完遂し得る
のである。
しかしてこれを成し遂げ得るのは結局それぞれの分野におい
て協同友愛に目覚めた人材の活動に待たなければならぬ。こ
の人材を養成せんとするのが酪農育英会を設立する趣意であ
る。
財団法人酪農育英会 設立代表者 黒 澤 酉 蔵

関係で「
（財）北海タイムス教育
文化振興財団」の理事をつとめて
きました。平成14年に故・南順二
氏の後を引き継ぎ理事長として今
日までやって参りました。
しかしながら財団本体の北海タ
イムス紙が廃刊となり、この財団
の存在理由の一つが無くなって、
活動もいま一つの状態となってき
ましたので、この際本財団は解散
し残余財産を有効に活用した方が
良いということになったわけであ
ります。残余財産の活用について
種々な意見のなかで、時間をかけ
ての検討の結果、最終的に酪農育

村谷

していました。また先生とは大阪

酪農育英会だより

酪 農 育 英 会 と 私
池

奨学金という言葉を改めて調べ
てみると、
「能力のある学生に対
して、金銭の給付・貸与を行う制
度」とされている。
私が酪農学園大学に入学したの
は1985（昭和60）年、当時の地名
は江別市西野幌とされており、札
幌のベッドタウンと世間から認識
されていたのは新札幌のあたりま
でであった。大学の周囲にはまだ
まだ牧歌的風景が広がっていた。
入学後、縁あって酪農育英会の
お世話になることになったが、私
が能力のある学生だったかどうか
はすっかり忘れてしまった。遠い
記憶をたどれば、“厳格”審査の
日本育英会に対し、“人情”審査
の酪農育英会だったような気がす
る。
（あくまでも個人のイメージ
です）
本来であれば、その人情に応え
るべく奨学金を大切に勉学に励む
はずだったが、入寮していた創生
寮は当時寮費が月２万円。食事は
３食付いているし、もちろん通学
費などかからないし……尊い奨学
金のいくらかは野幌界隈の飲み屋
などに消えたような気もする。

田

健

士（ 酪農学科卒 ）

しだいに勉学以外で忙しくなっ
てしまった私は、出席日数が足り
なくなり、ギリギリでなんとか次
学年に進級する始末となった。
成績不振ならともかく出席日数
の不足によって進級が危ぶまれる
事態となっては、さすがに人情審
査の酪農育英会といえども「趣旨
からの逸脱は許しがたい！」との
裁きが下ったのだろう、奨学金の
受給は２年間で終わってしまった。
その後、若干の軌道修正ができ

た私は幸いにも酪農学園大学を無
事卒業することができ、現在の幸
せな生活を築いている。
そういえば、卒業後数年してか
らだったと思うが、奨学金の返還
の督促は非常に“厳格”だったこ
とを覚えている。借りたものは、
必ず返す――という実に当たり前
のことまで、きっちりと教えてく
れたのであった。給付・停止・返
還……どれをとってもやっぱり酪
農育英会は“人情”だった。
機会をいただき、遠い記憶を不
確かにたどってみました。酪農育
英会の今後ますますの発展を祈念
しております。

「本質」を学ばせていただいたこと
石

井

照

江（ 酪農学科卒 ）

自らが子育てをする世代とな
り、子ども自身の「学びたい」と
いう思いを、何とか引き出し、支
えてあげたいと考えるようになっ
てきました。それが親の願いであ
ることを今、あらためて実感して
います。
そのことを考えた時に、自分自
身、奬学金を受けさせていただい

び」を続けられていたことにたい
して、心温かな幸福感を覚えると
ともに、心から感謝の念でいっぱ
いになります。
卒業後は、農業関連の仕事に就
くことができ、酪農学園で学んだ
ことを直接実践できる機会に恵ま
れました。しかし、数年前に諸事
情により退職し、今現在は、主に

たことなど、両親や先生、大勢の

子ども達を対象としたボランティ

方々に支えられ、導かれながら「学

ア活動に専念する毎日を過ごして

主な歩み
1956年 11・25 「財団法人酪農育英会」設立準備委員会
（昭31）
開催
1957年 ６・10 財団法人酪農育英会設立申請／ 12・27 文
（昭32）
部省より設立を認可
1958年 １・４ 第１回理事会開催。理事長に黒澤酉蔵、
（昭33）
常務理事に黒澤力太郎就任／１・22 本会
設立登記／５・22 奨学生選考委員会を開
催。第１回奨学生24名を決定
短大の貸与月額は2,000円とする
1960年 ４・15 酪農学園大学開学に伴い、大学の奨学金
（昭35）
貸与月額は短大同様2,000円とする
1967年 ３・31 日本酪農青年研究連盟（酪青研）への奨
（昭42）
励金を３万円に増額
1968年 ３・30 大学奨学金貸与月額を規程どおり一律
（昭43）
3,000円とする

1969年 ４・１ 主務官庁が文部省から北海道教育委員会
（昭44）
に変更
1971年 ６・１ 酪青研への奨励金を５万円に増額
1972年 ６・21 奨学規程のうち貸与月額の改正 大学・
（昭47）
短大4,000円、高校3,000円（通学2,000円）
酪青研への奨励金を10万円に増額
1973年 ７・６ 奨学規程の一部改正 返還年限20年以内
（昭48）
を10年以内に。年額返還金1,000円を5,000
円に
1975年 ６・17 寄附行為の一部変更、規程の改正 貸与
（昭50）
月額、大学・短大7,000円、高校4,000円
1978年 ７・８ 規程の改正 貸与月額、大学（含大学院）
、
（昭53）
短大12,000円、高校6,000円
1980年 ６・30 規程の改正 貸与月額、大学（含大学院）
、
（昭55）
短大15,000円、高校7,000円
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います。
退職当初は、
「学んだことを専門
的に生かすことができなくなって
しまった」と、後悔することが多
くあったように思います。
しかし、ボランティア活動を通
し、人と接する中で、学んできた
専門分野を直接的に生かすことは
できなくても「本質を見出し、そ
れを愛する」という精神は、十分
に生かすことができる「本質的な
学び」を生かすことができると気
づくことができました。
このことは、私の心を転機させ、

アジア地域よりの私費留学生に対する
生活費援助基金の募金依頼について
趣

意

書（抜粋）

財団法人酪農育英会は酪農学園の創立者黒澤酉蔵先生が昭和32年、向学心
に燃えながら経済的に恵まれない青年を救済するため、私財を投じて設立さ
れたのに始まります。昨62年、創設30周年を迎えましたが、幸いに設立以来、
関係各位の温かいご理解ご協力により、基金も62年度末で３億４,000万円に
達し奨学金貸与者は延べ2,652名（実員1,007名）、貸与金額２億1,600万円と
なっております。基金の果実と返還金によって毎年120名前後の学生、生徒
に貸与を続けております。
今回表題に掲げた募金を行う趣旨は、冒頭に述べた国際化時代にあたって、
アジア地域より本学園に学ぶ学生、研究者がとみにふえつつあり、特に私費
留学生に対する援助を必要としている点にあります。
酪農育英会は、酪農学園が今後アジア地域に果たすべき使命、役割の重大
なことを思い、特に私費留学生に対する生活費援助の方法をもって、彼地よ
りの人材受け入れを側面より支援していきたいと存じております。
敬具
昭和63年10月１日
財団法人酪農育英会 理 事 長 佐 藤
貢
常務理事 黒 澤 力太郎 外理事一同

全てに心を込めて取り組もうと努
力できる人間へと、僅かな一歩で
はありますが、成長させてくれた
のではないかと思います。
また、合わせて在学中に恩師に
いただいた「知識とは覚えこむこ
とではない。どこにあるのかを見
つけ出す、探し出すすべを学んで
欲しい」──この言葉が、大きな
心の支えとなっています。日常の
あらゆる困難に対しても「最善の
方法を見つけよう。問題を解決し
よう」との行動を導き出してくれ
ています。さらには、そう行動で
きる自分、もしくは行動しようとす

した。毎日を慌しく生活に追われ
るように雑に暮らしております
が、最近は、今まで音信不通であ
った学生時代の友人達とも再会す
る機会が増え、懐かしく楽しかっ
た思い出を語り合うことが多くな
ってきました。
多感な時期に、大勢の友人達に
囲まれながら師に導かれて、人が
生きるための本質を学ぶ。その豊

全ての子ども達の「学びたい」
という要求が確保されること。大
人社会の諸事情、または、個々の
生活の諸事情により、学びたくて
も学ぶことが続けられないという
子ども達がひとりでもいなくなり
ますように！
私自身がこうして学ばせていた
だいたことを思うにつけ、全ての
子ども達が、学び続ける機会に恵

る自分に自信を持つことができる
ことも大きな喜びとなっています。

かな時間を得ることができたこと
こそが、一生の財産であると感じ

まれることを心から願っていま
す。

卒業して、早20年以上が経ちま

（注・本書は昭和63年に私費留学生支援のため、基金の募集を行った時のもの）

ています。

1982年 ２・６ 初代理事長 黒澤酉蔵逝去／６・30 ２代
（昭57）
理事長に佐藤貢就任。規程の改正 貸与
月額、大学（含大学院）
、短大17,000円、
高校8,000円
1984年 ６・12 規程の改正 貸与月額、大学（含大学院）
、
（昭59）
短大20,000円、高校9,000円
1987年 ３・24 規程の改正 貸与月額、大学（含大学院）
、
（昭62）
短 大23,000円、高 校10,000円 ／ ８・17 奨
励金交付者選考委員会開催。奨励金30万
円を支給／ 11・６ 酪農育英会設立30周年
記念式・祝賀会を開催、記念誌発行
1989年 ３・24 規程の改正 貸与月額、大学（含大学院）
、
（平元）
短大30,000円、高校10,000円
1992年 ３・23 規程の改正 貸与月額、大学院50,000円、
（平４）
大学、短大35,000円、高校15,000円／６・30
３代理事長に黒澤力太郎就任

1993年 ３・24 研究奨励規程の一部変更。対象年齢35歳
（平５）
を40歳へ変更
1997年 ５・30 寄附行為の全面変更及び奨学規程の改正
（平９）
奨学金給与の制定、給与月額50,000円
2000年 ３・27 規程の改正 貸与月額、大学院50,000円、
（平12）
大学、短大40,000円、高校20,000円
2003年 ４・１ 奨学規程及び給与奨学生規定の一部改正
（平15）
月額（貸与、給与は同額）大学院50,000円、
大学、短大40,000円、高校20,000円
2005年 ７・13 寄附行為の一部改正 理事及び評議員定
（平17）
数の変更
2006年 ４・１ 規程の改正 給与月額、高校10,000円
2007年 12・25 「設立50周年記念誌」発行
2010年 ７・１ 第４代理事長に原田勇就任
（平22） 12・６ 「酪農育英会だより」発行
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酪農育英会だより

2009年度の事業報告及び2010年度の事業計画
2009年度事業報告

2010年度事業計画

１．奨学金貸与事業：46名に対し、総額19,600,000円を貸与した。
予算

内訳
大

人数

決算

１．奨学金貸与事業：53名に対し、総額23,760,000円を貸与する。

差異

（千円）人数

（千円）人数

学

37

17,520

38

17,600

△1

△80

短期大学

1

480

0

0

1

高等学校

8

1,920

7

1,600

大 学 院

2

1,200

1

計

48

21,120

46

大

予算
人数

予算（前年）
（千円）人数

37

17,520

5

2,640

480

短期大学

1

480

1

480

0

0

1

320

高等学校

8

1,920

8

1,920

0

0

400

1

800

大 学 院

2

1,200

2

1,200

0

0

19,600

2

1,520

計

53

23,760

48

21,120

5

2,640

２．奨学金給与事業：23名に対し、総額6,000,000円を給与する。

差異

（千円）人数

内訳

（千円）

4

1,920

4

1,520

0

400

3

1,800

2

900

1

900

高等学校

15

1,800

15

1,800

0

邦人留学生

1

480

0

0

計

23

6,000

21

4,220

予算
人数

予算（前年）

（千円）人数

増減

（千円）人数

（千円）

私 費 大学・短大
留学生 大 学 院

4

1,920

4

1,920

0

0

3

1,800

3

1,800

0

0

0

高等学校

15

1,800

15

1,800

0

0

1

480

邦人留学生

1

480

1

480

0

0

2

1,780

計

23

6,000

23

6,000

0

0

３．酪農研究奨励金交付事業：１団体、１個人に対し総額

３．酪農研究奨励金交付事業：１団体、１個人に対し総額

400,000円を交付した。

600,000円を交付する。

・日本酪農青年研究連盟

第62回日本酪農研究会における

・日本酪農青年研究連盟

最優秀賞（黒澤賞）の副賞（酪農育英金）として

第63回日本酪農研究会における

最優秀賞（黒澤賞）の副賞（酪農育英金）として

100,000円

300,000円

・酪農学園内の40歳未満の教職員
泉

（千円）

20,160

私 費 大学・短大
留学生 大 学 院

酪農学部酪農学科

増減

（千円）人数

42

決算

（千円）人数

人数
学

２．奨学金給与事業：21名に対し、総額4,220,000円を給与した。
内訳

予算

内訳

（千円）

賢一

＊本年度の日本酪農研究会は宮崎県で発生した口蹄疫の感染
准教授

300,000円

拡大による影響で、次年度へ開催延期となりました。

『附属農場高泌乳牛群におけるルーメンマット性状を一指標と
して組み込んだ飼料設計モデルの構築に関する研究』

事務局から

300,000円

・酪農学園内の40歳未満の教職員

また、1990（平成２）年からは
アジア地域からの私費留学生を支

2010年３月31日現在の貸与残額
は172名で、１億4,200万円です。

1957（昭和32）年12月に設立さ

援するための給与事業が開始さ

貸与事業を円滑に行うため、奨

れた本育英会は翌年1958年より貸

れ、昨年度までの20年間で延人数

学金を返還中の方は返還期日の厳

与を開始しました。

205名、総額9,200万円余の給与実

守をお願いします。

当時の月額は、ひとり当たり高

績となります。

全額の返還が困難な方は、連絡

校1,000円 〜 2,000円、 大 学、短 大

酪農研究のための奨励金交付事

の上、ご事情によって一定期間の

2,000円 〜 3,000円 で 計24名、総 額

業は個人、団体をあわせ、2009年

返還猶予、一回あたりの返還額の

51万円でのスタートでした。

度までに77件で総額1,162万円を

変更なども可能ですので、お知ら

交付しています。

せ下さい。

その後、時代の状況に応じ貸与
額が見直され、1984年には127名

本育英会は皆様からお寄せ頂い

に対し、貸 与 年 総 額も2,000万円

たご浄財（ご寄付）を基として、

を超えるまでとなりました。
（当

その果実によって事業を進めてお

時の貸与額：大学、短大、大学院

りますが、永年に亘る預金金利の

20,000円、高校9,000円）

低迷により、限られた予算での運

設立から2009年度までの貸与実

営が続いています。

績は延人数3,955名、貸与総額は

その中で学生、生徒のためにい

約６億6,000万円となり数年後に

ささかでもお役に立ちたいと念じ

は７億円に達すると思われます。

ています。
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なお、酪農育英会だよりは今後、
年１回発行を予定しています。
酪農育英会だより

2010年12月６日発行
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