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令和 3（2021）年度事業計画書 
 

自 令和3 年4 月 1 日 
至 令和4 年3 月31 日 

 
 
Ⅰ 奨学金の給付 

1 大学奨学金の給付 

平成30(2018)年までに採用された大学奨学生157 名に対し、月額45,000 円を、及び令和元

(2019)年以降に採用された大学奨学生約450名に対し、月額50,000円をそれぞれ5月、7月、

10 月及び 1 月の 4 回、各3 箇月分ずつ大学奨学金として口座振込により給付する。 
なお、令和3(2021)年採用された大学奨学生において、令和3年1月1日現在で、ひとり親家

庭またはひとり親家庭に準ずる境遇にある者に対し、入学支援金として一時金100,000円を上限

として給付する。 
2 海外留学支援奨学金の給付 

海外留学支援奨学生10名（予定）に対し、大学生(学部生)年額600,000円、大学院修士

課程及び博士課程1・2年次在籍者年額800,000円及び大学院博士課程3年次以上在籍者年

額1,000,000円を海外留学支援奨学金として口座振込により給付する。 

3 令和3（2021）年度採用海外留学支援奨学生及び令和4（2022）年度大学奨学生の募集及び選考 

(1) 2021 年度海外留学支援奨学生（第19 期生）の募集・選考 
① 受付期間 令和3 年7 月5 日(月)～令和3 年7 月16 日(金)（必着） 
② 第一次選考会議（第1 回奨学生選考委員会） 

日時： 令和3 年7 月28 日(水) 14 時00 分～ 
場所： 飯塚毅育英会事務所会議室（予定） 

            宇都宮市鶴田町1758 番地（株）ＴＫＣ栃木本社OPC ビル 3F  
③ 第二次選考会議（面接）及び最終選考会議（第2 回奨学生選考委員会） 

日時： 令和3 年8 月6 日(金) 9 時30 分～14 時30 分 
場所： 飯塚毅育英会事務所会議室（予定） 

              宇都宮市鶴田町1758 番地 （株）ＴＫＣ栃木本社OPC ビル 3F  
④ 奨学証書授与式 

  日時： 令和3 年8 月18 日(水) 10 時00 分～12 時00 分 
場所： （株）TKC 栃木本社飯塚毅記念館 
        宇都宮市鶴田町1758 番地  

その他、募集及び選考等に関しては、海外留学支援奨学生選考基準に基づき実施 
(2)令和4（ 2022）年度大学奨学生（第27 期生）の募集・選考 
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募集及び選考等に関する要領は、奨学生選考委員会で審議し、理事会に提案 
① 受付期間   令和4 年1 月21 日(金)～同2 月1 日(火)（必着） 
② 小論文審査 令和4 年2 月3 日(木)～同2 月24 日(木) 
③ 第１次選考会議（第3 回奨学生選考委員会） 

日時： 令和4 年3 月3 日(木) 9 時30 分～14 時30 分 
場所：公益財団法人飯塚毅育英会事務所会議室 

宇都宮市鶴田町1758 番地 (株)TKC 栃木本社 OPC ビル 3F 
備考： 当日15 時から定時理事会を予定 

④ 面接（第4 回奨学生選考委員会） 
日時： 令和4 年3 月19 日(土)20 日（日） 9 時00 分～ 
場所： 宇都宮東武ホテルグランデ 

宇都宮市本町5-12 
⑤ 最終選考会議（第5 回奨学生選考委員会） 

日時： 令和4 年3 月20 日(日) 16 時15 分～17 時 
場所： 宇都宮東武ホテルグランデ 

  宇都宮市本町5-12 
備考： 当日17 時15 分から臨時理事会を予定 

⑥ 奨学証書授与式 
日時： 令和4 年3 月28 日(月) 13 時00 分～16 時00 分 
会場： 栃木県教育会館   

宇都宮市駒生1 丁目1 番6 号 
⑦ 奨学証書授与式欠席者オリエンテーション 

日時： 令和4 年3 月29 日(火)  10 時00 分～12 時30 分 
会場： （株）TKC 栃木本社飯塚毅記念館 
       宇都宮市鶴田町1758 番地 

4 奨学生選考委員会の開催 

(1) 第1 回奨学生選考委員会 
      日時： 令和3 年7 月28 日(水) 14 時00 分～ 
      場所： 飯塚毅育英会事務所会議室（予定） 
    宇都宮市鶴田町1758 番地 （株）ＴＫＣ栃木本社OPC ビル 3F   

          主な内容： 2021 年度海外留学支援奨学生書類審査（第1 次選考） 
(2) 第2 回奨学生選考委員会 

      日時： 令和3 年8 月6 日(金) 9 時30 分～14 時30 分 
場所： 飯塚毅育英会事務所会議室（予定）   
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宇都宮市鶴田町1758 番地 （株）ＴＫＣ栃木本社OPC ビル 3F  
   主な内容： 2021 年度海外留学支援奨学生面接及び最終選考会議 

(3) 第3 回奨学生選考委員会 
      日時： 令和4 年3 月3 日(木) 9 時30 分～14 時30 分 
       場所： 公益財団法人飯塚毅育英会事務所会議室 
       宇都宮市鶴田町1758 番地（株）ＴＫＣ栃木本社OPC ビル 3F   

主な内容： 2022 年度大学奨学生第一次選考（書類審査） 
(4) 第4 回奨学生選考委員会 

      日時： 令和4 年3 月19 日(土)20 日（日） 9 時00 分～ 
場所： 宇都宮東武ホテルグランデ  

宇都宮市本町5-12 
        主な内容： 2022 年度大学奨学生第二次選考（面接） 

 (5) 第5 回奨学生選考委員会 
日時： 令和4 年3 月20 日(日) 16 時～17 時00 分 
場所： 宇都宮東武ホテルグランデ 

       宇都宮市本町5-12 
主な内容： 2022 年度大学奨学生最終選考会議 

5 広報活動 

(1)  ホームページによる情報公開（随時） 
(2)  パンフレット作成（令和3年9月） 
(3)  ポスター作成（令和3年10月） 

(4)  栃木県高等学校PTA連合会PTAスクールにて説明（令和3年10月） 
(5)  栃木県特別支援学校長会にて説明（令和3年10月） 
(6)  栃木県高等学校長会全体会にて説明（令和3年10月） 
(7)  県内高等学校及び盲学校・のざわ特別支援学校訪問（令和3年11月） 
(8)  下野新聞に広告掲載（令和3年6月、11月、12月） 
(9)  栃木県ホームページバナー広告掲載（令和3年10月～令和4年1月） 
(10) 栃木県連合教育会発行『栃木県学事関係職員録』に広告掲載（令和3年6月発行予定） 
(11) 『栃木県少年の主張発表記念文集』に広告掲載（令和4年2月発行予定） 
(12) 栃木県教育委員会発行『あすへのびる』に広告掲載（令和4年2月発行予定） 

 

Ⅱ 奨学金の給付を受ける学生の補導 

1 令和３年度育英講演会  

(1) 期日： 令和3 年9 月18 日(土) 13 時00 分～ 
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(2) 場所： 宇都宮東武ホテルグランデ 
         宇都宮市本町5-12 
(3) 講師： (未定) 
(4) 演題： (未定) 
(5) 参加者数： 200 名程度 
(6) 対象： 公益財団法人飯塚毅育英会奨学生、同奨学生OB･OG 及び家族等 
(7) 備考： 講演会の内容等を下野新聞に採録すると共に、『刮目』第21 号に掲載 

2 機関誌『刮目』第21 号の編集・出版 

(1) 出版： 令和4 年2 月下旬 

(2) 原稿締切り： 2021 年10 月29 日（金） 
(3) 令和3 年度から大学3 年生の奨学生全員の文章を掲載 

Ⅲ その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

 1 理事会の開催 

(1) 定時理事会 
   ① 第1 回理事会 

日時： 令和3 年5 月10 日(月) 14 時00 分～ 
場所： 公益財団法人飯塚毅育英会事務所会議室（予定） 

     宇都宮市鶴田町1758 番地（株）ＴＫＣ栃木本社OPC ビル 3F  
② 第2 回理事会 

日時： 令和4 年3 月3 日(木) 15 時00 分～ 
場所： 公益財団法人飯塚毅育英会事務所会議室 

     宇都宮市鶴田町1758 番地 （株）ＴＫＣ栃木本社OPC ビル 3F  
(2) 臨時理事会 

        ①第１回 
日時： 令和3 年6 月2 日(火) 17 時20 分～ 
場所： 宇都宮東武ホテルグランデ 

        宇都宮市本町5-12 
 議題：理事長及び常務理事の選任の件 

      
  ②第２回（決議の省略） 

           内容： 2021 年度採用海外留学支援奨学生採用承認の件 
③第３回 

日時： 令和3 年10 月22 日(金) 14 時00 分～ 
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場所： 公益財団法人飯塚毅育英会事務所会議室 
      宇都宮市鶴田町1758 番地 （株）ＴＫＣ栃木本社OPC ビル 3F  

内容： 理事長及び常務理事の職務執行状況報告 
令和3 年度中間業務及び会計報告 
令和3 年度補正予算 

    その他 
  ④第４回 

日時： 令和4 年3 月20 日(日) 17 時15 分～ 
場所： 宇都宮東武ホテルグランデ 
 宇都宮市本町5-12 
内容： 2022 年度採用大学奨学生採用承認の件 
その他必要に応じて開催 

2 評議員会の開催 

(1) 定時評議員会 
日時： 令和3 年6 月 ２日(水) 16 時00 分～ 
場所： 宇都宮東武ホテルグランデ 

       宇都宮市本町5-12 
(2) 臨時評議員会  必要に応じて開催 

3 監査の実施 

(1) 第1 回監査 
日時： 令和3 年4 月20 日(火) 9 時30 分～ 
場所： 公益財団法人飯塚毅育英会事務所会議室 

      宇都宮市鶴田町1758 番地 (株)TKC 栃木本社 OPC ビル 3F 
内容： 令和2 年度業務及び会計監査 

(2) 第2 回監査 
日時： 令和3 年10 月13 日(水) 9 時30 分～ 
場所： 公益財団法人飯塚毅育英会事務所会議室 

 宇都宮市鶴田町1758 番地 (株)TKC 栃木本社 OPC ビル 3F 
内容： 令和3 年度上期（4 月～9 月）業務及び会計監査 

 
 
 


