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１ 公益目的事業 公１「選考会事業」活動報告及び経過報告 

 

（１）令和元年度「第 9 回福田靖子賞選考会」の実施 

令和元年 8 月に、第 9 回福田靖子賞選考会を実施し、海外招聘教授３名と奨学生９名によ

るレッスンと、オーディションを行った。 

 

ア）日程及び会場 

 レッスン 令和元年 8 月 24 日・25 日  最終審査会 令和元年 8 月 27 日 

 会場 桐朋学園大学（レッスン） 

かつしかシンフォニーヒルズアイリスホール（最終審査会） 

  ※レッスン会場として桐朋学園大学の全面的な協力を得た。 

 

イ）海外招聘審査員 

ダグ・アシャツ（スイス、ピアニスト） 

ブルース・ブルーベイカー（アメリカ／ニューイングランド音楽院ピアノ科主任教授） 

エヴァ・クピエツ（ドイツ、ハノーファー音楽演劇大学ピアノ科教授） 

 

ウ）選考会の実施 

8 月 24 日・25 日に、上記 3 名の教授が、下記 9 名の参加者に対して総当りでレッスンを行

い、27 日に、1 人あたり 30 分程度のプログラムによるオーディションを実施。最終選考は、

江口文子氏（昭和音楽大学教授）二宮裕子氏（桐朋学園大学特任教授）武田真理氏（東京

音楽大学教授）松﨑伶子氏（平成音楽大学教授・洗足学園音楽大学名誉教授）と上記海外

招聘教授３名の、計７名により行われた。 

※第 9 回福田靖子賞選考会参加者（五十音順、地名は居住地、学年は令和元年度のもの） 

亀井聖矢（東京都・大１（飛び級につき高３相当））神原雅治（岐阜県・高２）岸本隆之介

（北海道・高２）国本奈々（山口県・中３）須藤帆香（岐阜県・高３）中瀬智哉（富山県・

中２）八木大輔（東京都・高１）山﨑夢叶（千葉県・中３）渡辺康太郎（愛知県・高１） 

 

エ）最終結果 

福田靖子賞（第１位） 亀井聖矢 （奨学金 100 万円） 

第２位   神原雅治・八木大輔 （奨学金各 30 万円） 

第３位   中瀬智哉（奨学金 20 万円） 

入選   岸本隆之介・国本奈々・須藤帆香・山﨑夢叶・渡辺康太郎 

 

※入賞者全員が奨学金授与条件（英語検定３級以上）を満たしていたので、当該年度中に

奨学金の振込を完了した。 



（２）令和３年度「第 10 回福田靖子賞選考会」に向けた準備 

 

ア）日程の確定 

 レッスン 令和３年 8 月 21・22 日 最終審査会 8 月 24 日 会場未定 

 

イ）海外招聘審査員の依頼 

審査員の依頼を進行中だが、新型コロナウイルス感染症の世界的拡大の影響に伴

い、依頼を停止中。また下記承諾者についても、再度の意思確認の必要あり。 

バーバラ・シェパンスカ（独ロベルト・シューマン音楽大学教授） 

 令和２年 5 月 29 日現在 

 

（３）福田靖子賞選考会参加者への助成事業 

以下の 7 件の国際的音楽研修機会に渡航費を助成し派遣を行った。 

 

6 月 沢田蒼梧  アメリカ・アロハ国際ピアノアカデミー渡航費助成 

7 月 東海林茉奈 ポーランド・カトヴィツェ国際音楽祭渡航費助成 

8 月 森本隼太  ドイツ・ピアナーレ国際ピアノアカデミー＆イタリア・レッスン受講渡航費助成 

11 月 沢田蒼梧  イタリア・エッパン国際ピアノアカデミー参加渡航費助成 

11 月 八木大輔  イタリア・スポレート国際ピアノコンクール派遣渡航費助成 

1 月 岸本隆之介 ジーナ・バッカウアー国際コンクール上海予選渡航費助成 

2 月 森本隼太  イタリア・ウィリアム・ナボレ先生マスタークラス渡航費助成 

 

 

（４）その他 

ア）平成 25 年度より、全日本学生音楽コンクール（主催：毎日新聞社）ピアノ部門中学の

部全国大会第 1 位受賞者に対し、海外学習の渡航助成を目的とした特別賞「福田靖子賞」

を授与している。 

令和元年度、第 73 回全日本学生音楽コンクールが行われ、ピアノ部門中学の部全国大会第

1 位の中瀬智哉さん（富山県・入善町立入善中学校２年）に「福田靖子賞」が授与された。

授与式は大阪（ザ・フェニックスホール）で令和 2 年 1 月 12 日に行われ、当財団理事長の

福田成康が目録を贈呈した。 

 

 

 

 

 



２ 公益目的事業 公２「研修会事業」活動報告及び経過報告 

 

令和元年度は、以下の通り研修会（マスタークラス）を実施し、福田靖子賞選考会参加者

にはレッスン料の一部を助成した。 

 

5 月 第 108 回ダグ・アシャツ先生マスタークラスレッスン補助 

黒木雪音、沢田蒼梧、村上智則、森本隼太、吉原佳奈 

 

5 月 第 109 回ジャック・ルヴィエ先生マスタークラスレッスン補助 

太田糸音、尾城杏奈、片山響、東海林茉奈、谷昂登 

 

6 月 第 110 回ロナン・オホラ先生マスタークラスレッスン補助 

尾崎未空、杉本沙織、古海行子、渡邊晟人 

 

7 月 第 111 回ヘンリ・シーグフリードソン先生マスタークラスレッスン補助 

小塩真愛、古海行子、森本隼太 

 

8 月 第 112 回ダグ・アシャツ先生マスタークラスレッスン補助 

尾城杏奈 

 

9 月 第 113 回エヴァ・ポブウォツカ先生マスタークラスレッスン補助 

太田糸音、古海行子、村上智則 

※協力：ヤマハ株式会社 

 

9 月 第 114 回ホアキン・アチュカロ先生マスタークラスレッスン補助 

尾城杏奈、黒木雪音、沢田蒼梧、東海林茉奈 

※協力：ヤタベ・ミュージック・アソシエイツ 

 

11 月 第 115 回マスタークラス アルヌルフ・フォン・アルニム先生マスタークラスレッスン補助 

尾城杏奈、神原雅治、東海林茉奈、村上智則、山崎夢叶、渡邊晟人、 

 

12 月 第 116 回マスタークラス ロナン・オホラ先生マスタークラスレッスン補助 

尾城杏奈、片山響、岸本隆之介、村上智則、森本隼太、中瀬智哉 

 

2 月 第 117 回マスタークラス ミシェル・ダルベルト先生レッスン補助 

亀井聖矢、渡邊晟人 

※協力：パシフィック・コンサート・マネジメント 

 

※特記事項 

①令和 2 年 2 月 29 日には、フランソワ・デュモン氏（フランス・ピアニスト）のマスター

クラスが予定されていたが、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行を受けて講師の来

日が中止となり、マスタークラスも中止とした。 

 



 

３ 管理部門及び寄付に関する報告 

 

（１）理事会・評議員会の開催状況 

令和元年 6 月 18 日 理事会 

報告事項：第 9 期事業報告の件 

決議事項：第 9 期計算書類および財産目録承認の件 

 

令和元年 6 月 28 日 評議員会 

報告事項：第 9 期事業報告の件 

決議事項：第 9 期計算書類および財産目録承認の件 

 

令和２年 3 月 16 日 理事会 

決議事項：令和２年度（第 11 期）事業計画及び収支予算 承認の件 

 

（２）寄付金収入に関する報告 

令和元年度は、末尾別表の各氏・団体より、計 22,905,908 万円の寄付をいただいた。 （※末尾別表参照） 

 

※●●●●氏（匿名希望）から、大口寄付として、令和元年 10 月に 2,000 万円のご寄付をいただいた。「財

団の目的に沿って若いピアニスト・ピアノ学習者の皆様の有意義な学習経験の支援のためにご活用いただ

きたく、奨学生の奨学金及び学習支援の財源として充当していただくことを希望いたします」と用途の指

定をいただいており、決算報告書にも示すとおり「奨学生支援事業特定資産」として、特定資産に計上し

た。 

 

（３）公益財団法人の運営等に関する情報公開  

内閣府へ、令和元年 6 月 30 日までに「平成 30 年度事業報告等」を、また、令和 2 年 3 月までに、｢令和

２年度事業計画書等」の定期提出書類を提出するとともに、決算書類を、当財団ウェブサイトに掲出し、

活動内容を逐次ウェブサイトにアップロードしている。 

 

（４）業務執行体制等  

福田成康理事長、加藤哲礼理事・事務局長が日常の業務を行っている。また、経理業務においては、土屋

宗一税理士事務所（担当：大河原透氏）に伝票の確認及び決算書の作成等を委託し、日常的なチェック体

制を敷いている。決算書等は、堀明久監事により監査を行っている。 

 

（５）その他特記事項  

令和２年（2020 年）3 月 1 日午前に、としま区民センター8 階 多目的ホール（東京・池袋）を借りて、「公



益財団法人福田靖子賞基金奨学生感謝コンサート＆活動報告会」（寄付者向け報告会）の実施を予定・準備

していたが、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、出演者・参加者の安全を第一に考慮し、2 月 26 日に

中止を決定した。 

 

 

◆令和元（平成 31）年度 受取寄付金一覧  （平成 31 年 4 月 1 日～令和２年 3 月 31 日） 

2019/4/15 金子 勝子 ¥20,000 

2019/4/16 福田 成康 ¥500,000 

2019/5/7 上総 治子 ¥10,000 

2019/7/12 緑川 眞由美 ¥10,000 

2019/7/12 坂入 由美子 ¥10,000 

2019/7/12 一色 弘枝 ¥10,000 

2019/7/12 武本 弘美 ¥10,000 

2019/7/12 羽原 久美子 ¥10,000 

2019/7/12 天本 みどり ¥10,000 

2019/7/12 森下 富未 ¥10,000 

2019/7/12 七條 富美 ¥10,000 

2019/9/1 武田 真理 ¥10,000 

2019/9/4 アレクサンダー 恵子 ¥46,001 

2019/9/10 アレクサンダー 恵子 ¥928 

2019/9/17 アレクサンダー 恵子 ¥5,000 

2019/10/15 大神 薫 ¥10,000 

2019/10/15 渡部 由記子 ¥10,000 

2019/10/15 高木 早苗 ¥10,000 

2019/10/15 江崎 光世 ¥10,000 

2019/10/15 坂井 千春 ¥10,000 

2019/10/15 滝澤 香織 ¥10,000 

2019/10/15 関本 昌平 ¥10,000 

2019/10/15 関本 岬 ¥10,000 

2019/10/15 長谷川 淳 ¥10,000 

2019/10/15 斉藤 香苗 ¥10,000 

2019/10/15 福辺 理英子 ¥10,000 

2019/10/15 秋山 徹也 ¥10,000 

2019/10/15 杉浦 日出夫 ¥10,000 

2019/10/15 甲斐 環 ¥10,000 



2019/10/15 冷水 香織 ¥10,000 

2019/10/15 佐藤 秀佳 ¥10,000 

2019/10/15 尾城 利里子 ¥10,000 

2019/10/15 愛野 由美子 ¥10,000 

2019/10/15 若尾 佳代 ¥10,000 

2019/10/15 前田 勇佑 ¥10,000 

2019/10/15 奥村 真 ¥10,000 

2019/10/15 岩本 智子 ¥10,000 

2019/10/15 遠藤 真枝 ¥10,000 

2019/10/15 金子 勝子 ¥10,000 

2019/10/15 中田 穂波 ¥10,000 

2019/10/15 三谷 保乃 ¥10,000 

2019/10/15 東海林 也令子 ¥10,000 

2019/10/15 久保山 千可子 ¥10,000 

2019/10/15 弓削田 優子 ¥10,000 

2019/10/15 日野 あゆみ ¥10,000 

2019/10/15 中田 元子 ¥10,000 

2019/10/15 大林 裕子 ¥10,000 

2019/10/15 上薗 和佳 ¥10,000 

2019/10/15 眞鍋 協子 ¥10,000 

2019/10/15 阿部 綾子 ¥10,000 

2019/10/15 冨田 有香 ¥10,000 

2019/10/15 大嶺 未来 ¥10,000 

2019/10/15 鈴木 加菜子 ¥10,000 

2019/10/15 中井 恒仁 ¥10,000 

2019/10/15 伊藤 恵 ¥10,000 

2019/10/15 棚瀬 美鶴恵 ¥10,000 

2019/10/15 濱本 愛 ¥10,000 

2019/10/15 本田 真貴子 ¥10,000 

2019/10/15 上仲 典子 ¥10,000 

2019/10/15 鈴木 弘尚 ¥10,000 

2019/10/15 鷲見 加寿子 ¥10,000 

2019/10/15 佐藤 彦大 ¥10,000 

2019/10/15 勝田 奈穂子 ¥10,000 

2019/10/15 新垣 尚子 ¥10,000 



2019/10/15 飯島 孝子 ¥10,000 

2019/10/16 匿名希望 ¥20,000,000 

2019/11/5 江崎 光世 ¥300,000 

2019/12/12 齋藤 政子 ¥1,000,000 

2019/12/18 石井 なをみ ¥10,000 

2019/12/19 小西 光春 ¥10,000 

2019/12/27 明石 淳代 ¥10,000 

2020/1/6 寺山 公美 ¥5,000 

2020/1/7 早坂 優紀 ¥5,000 

2020/1/14 末田 優子 ¥10,000 

2020/1/22 二宮 裕子 ¥200,000 

2020/1/23 阿古江 美樹 ¥5,000 

2020/1/23 林 浩史 ¥5,000 

2020/2/5 中西 利果子 ¥10,000 

2020/2/6 佐野 幸枝 ¥100,000 

2020/2/10 田中 治郎 ¥20,000 

2020/2/12 八木 都 ¥10,000 

2020/2/17 浅井 千鶴 ¥10,000 

2020/2/19 八木 裕 ¥5,000 

2020/2/20 佐藤 美緒 ¥5,000 

2020/2/25 中川 京子 ¥5,000 

2020/3/31 赤松 林太郎 ¥8,979 

  
¥22,905,908 

 

 

以上 


