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フルブライト奨学金制度へのご支援のお願い
第 8 回記念募金趣意書

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
留学生相互交流を中心としたフルブライト・プログラムは日米間においては 1952 年から始まり、2017 年で
65 周年を迎えました。同プログラムは、J．ウィリアム・フルブライト上院議員の「国際教育交流こそ世界平
和への貢献」との信念を継承し、日米両国政府資金を主体としつつ、善意ある国内外の同窓生、趣旨に
賛同いただく企業・団体や個人のご支援を得て発展し、継続されて今日に至っております。同プログラム
発足 65 周年を記念して、奨学資金拡充のための募金活動を実施することとなり、ぜひ皆さまのご支援を
お願いいたしたく、本趣意書をお送り申し上げます。
公益財団法人日米教育交流振興財団（フルブライト記念財団）は、日本と米国の学生・研究者に
奨学金支援を行うことにより、両国間の教育交流を促進し、国際的人材の養成、日米相互理解の
増進、そして親善に寄与することを目的として様々な活動をしております。また、当財団の奨学
生が末永い交友ネットワークを結ぶことを願い、ご支援いただいている個人・団体とこれら奨学
生の交流機会を積極的に提供しております。
当財団は、日本人フルブライト奨学生が結成した「ガリオア・フルブライト同窓会（現、フルブ
ライト日本同窓会）」によって、恩返しの気持ちから 1986 年に設立されました。同窓生を中心と
した募金活動は、世界 160 ヶ国以上で実施されているフルブライト交流計画の中では日本が最初
であり、その長年にわたる活動は、日米両国政府関係者からも高く評価されております。2011 年
には公益財団法人に移行し、募金活動の拡充に取り組んでおります。本年度は、当財団の創立 30
周年にあたり、フルブライト・プログラム 65 周年と合わせて募金活動を実施いたします。
現在までに、フルブライト・プログラムで米国に留学した日本人は約6,500名、米国からの留学生は約2,700
名です。近年問題視されている日本の若者の「内向き志向」、留学生の減少等に歯止めをかけるためにも、
国際社会で活躍できる骨太な国際人を輩出してきたフルブライト・プログラムの維持・拡大は重要です。
本プログラムの費用は1978年度までは米国政府の全額負担、1979年度以降は日米両国政府の折半によ
り賄われ、さらに近年はそれら政府資金に加えて、民間寄付金にも頼り、留学プログラムの維持・充実を図
っています。寄付金は将来、日米両国の教育・研究、経済・産業、ジャーナリズムなど各分野においてリー
ダーとなることが期待される大学院留学生などに支給されます。
今回の募金活動では、企業・団体募金と個人募金を合計して、新たに約80名の米国および日本人留学生
に奨学金支給を可能にする総額１億円の奨学資金確保を目標としております。この寄付金は、フルブライ
ト・プログラムによって米国に留学する日本人奨学生および日本に留学する米国人奨学生が充実した学
習・研究生活を送るための奨学金を当財団として支給することを目的としております。留学生の選考は政府
資金によるフルブライト留学生と同じ基準を守りつつ財団独自の手続きで実施されます。

今回の募金の運営に当たりましては、当財団が事業主体となり、その活動をフルブライト日本同窓会に委
託し、実施しております。２012-2014年に実施されたフルブライト・プログラム60周年記念企業・団体募金お
よび個人募金では１億3,119万円の募金実績をあげました。今回は「フルブライト・プログラム65周年記念」
並びに「財団創立30周年」という節目を迎え、幅広く募金活動を展開しようとするものであります。なお、公
益財団法人の認定を受けた当財団への寄付金は、所得税、法人税上の寄付優遇措置を受けることができ
ます。
以上の趣旨に、広く皆さまのご賛同をいただきたいと考えております。特に、奨学資金の充実のためには
皆さまからのご支援が極めて重要であります。ぜひとも本記念募金にお力添えを賜りたく、切にお願い申
し上げます。
2018 年 6 月吉日
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フルブライト奨学金制度へのご支援のお願い
募金要領

1. 目標額： 1 億円
2. 募金募集主体
公益財団法人日米教育交流振興財団
3. 募金の目的と寄付金の使途
日米教育委員会が実施している日米教育交流計画（フルブライト・プログラム）と協力し、日米相互理解推
進に資するため「日米教育交流振興財団奨学金」として、日米のフルブライト奨学生を支援いたします。
4. 募集期間
2017年3月〜2019年3月31日
5. 募金の方法

・企業・団体様‥‥1 口 100 万円
（5 口以上のご寄付の場合は、企業名もしくは団体名を冠とした奨学基金を設置させていただきます。）

・個人様・・・・1 口 1 万円
（500 万円以上のご寄付の場合は、寄付者名を冠とした奨学基金を設置させていただきます。）
※表記以外の金額のご寄付もありがたくお受けいたします。
6. 寄付金の払込方法
1) 金融機関へのお振込みの場合

・4 銀行の口座をご用意いたしております。恐れ入りますが、いずれの銀行でも、お振込手数料
はご負担いただきますようお願いいたします。

・企業・団体募金としてインターネットバンキングによるお振込の際は、EDI 情報／明細欄に「募金」と
ご入力をお願いたします。
①

【みずほ銀行】
お振込先： みずほ銀行(0001) 麹町支店（021）
口座番号： 普通預金 1074957
口座名義： 公益財団法人日米教育交流振興財団
ザイ）ニチベイキヨウイクコウリユウシンコウザイダン

②

【三井住友銀行】
お振込先： 三井住友銀行(0009) 赤坂支店（825）
口座番号： 普通預金 8790327
口座名義： 公益財団法人日米教育交流振興財団
ザイ）ニチベイキヨウイクコウリユウシンコウザイダン

③

【三菱 UFJ 銀行】
お振込先： 三菱 UFJ 銀行(0005) 麹町中央支店（015）
口座番号： 普通預金 1426472
口座名義： 公益財団法人日米教育交流振興財団
ザイ）ニチベイキヨウイクコウリユウシンコウザイダン

④

【ゆうちょ銀行】
※ ゆうちょ銀行からお振込みの場合
口座記号番号： 00160-0-121770
口座名義： 公益財団法人日米教育交流振興財団
ザイ）ニチベイキヨウイクコウリユウシンコウザイダン
※ 他銀行からのお振込みの場合
支 店 名： 〇一九（漢数字） または、ゼロイチキユウ（カタカナ）
口座番号： 当座預金 0121770
口座名義： 公益財団法人日米教育交流振興財団
ザイ）ニチベイキヨウイクコウリユウシンコウザイダン

2) 遺言信託をご利用の場合
遺贈によるご寄付につきましては、公益財団法人日米教育交流振興財団が提携しております
三井住友信託銀行の下記担当部署に直接相談ください。
三井住友信託銀行 本店法人業務第 2 部 第 1 課
Tel: 03-3286-4569
7. 領収書の発送について
ご寄付後、約一か月を目途に郵送させていただきます。
8. 税務上の優遇措置
公益財団法人日米教育交流振興財団に対する寄付金は、所得税、法人税法上の寄付優遇措置を受
けることができます。詳しくは税務署にご確認ください。
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp
【お問合せ先】 公益財団法人日米教育交流振興財団 事務局 （平日 10：00～16：00）
〒100-0014 東京都千代田区永田町 2-14-2 山王グランドビル 416
Tel： 03-3503-1841 Fax： 03-3503-0758
http://www.fulbright.or.jp
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