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YMFSスボーツチャレンジ助成事業
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平成25年度<第7期生>
助成対象者募集
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ヤマハ発動機スポーツ振興財団では、スポーツを通じて世界に翔ばたく混しい人材の育成を目的に、「スポーツチャレンジ助成」を実施しています。

'

.

自己の夢の実現にチャレンジする個人や共通の目的・目標に挑戦するグループ・団体のみなさん、
「スボーツチャレンジ助成」を通じて、夢や目標の実現に集中的に取り組む、充実した1年を過ごしてみませんか。
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スボーツチャレンジ助成の助成制度

基本助成
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16歳以上

.助成件数 10件程度

継続助成①

継続助成②

裟週去に基本助成を受けた方は対象外とします。ただし、競技の変更、指導者などへ
の転向の場合は、応募可能とします。

.助成金額上限100万円
.助成期問]年問
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基本助成修了後、2年以内の方

継続助成①修了後、2年以内の方
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博士課程以上

1

,研究助、成
、

.

頁助成件数 10件程度

日本の研究機開等で研究職として活動に従事する方

頁助成金額上限100万円
.助成期問 1年間

玉量

(画成磯要、ーー)

、推く二動fな概要一̲.1に三̲ニニニ

.助成件数体験助成、研究助成

蚕助成{牛数体験助成、研究助成
合わせて、3件程度
.助成金額上限]00万円
.助成期問 1年問

合わせて、5件程度
.助成金額上限100万円
.助成期問 1年間

応募可能とします。
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大学院博士課程(博士後期課程)1こ在籍する方、または

来ただし、敦授畷または教授職相当の職位の方は除きます。
縦過去に基本助成を受けた方は対叡外とします。ただし、研究テーマの変更の場合は、

、
、

最長2年間まで助成を継綺、する制度を設置しました。
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体験助成

基本助成を修了したチャレンジャーを対象に、

券助成対魚者は]年ことに保募・審査を経て決定します。崇助成件数は、応募状}兄や応募内容により
変動します。逸活動テーマは継続とします。
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体験助成【募集要項】
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高い志、明確な目的目標、そして具体的なプロセスを持った、
チャレンジスピリット、フロンティア精神あふれる体験を募集しています。

学術的価値の高い学問・研究を募集しています。

・満16歳以上(応募時)の男女および、これ
によコて構成されるグループ・団体
,体験活動が海外留学を部う場合、留学先
の学校や団体、機関の受け入れが確定し

応募に際しては、以下の害類(必到こ応じて参考資料)を提出してください。

応募に際しては、以下の害類(必要に応じて参考資料)を提出してください。

以下の条件に該当する方

【11助成申請書
【2】活動計画書

14】同薫書(未成年者の場合)

・ス学院博士課程(博士後期Ξ羅)1こで譲する方【1】助成申請書

【5】活動テーマに関する資料(任意)

・日本の研究機関等で研究職として活動{2】活動計画舌

【3】推薦書(指導者、監質、黄料みあれば、郵送してく'兜い。)L

条件に該当すること

.注意事項
・他の団体等から助成または補助金を受ける方は、対隷外とします。

他の団体等か5助成ぎたは補助金を受ける方は、対象外とします。
・プロ契約選手^して^授受してし、る方)は、対象外とします。

10件程度の個人またはグループ・団体

・害類不備力工あった場合は、受理できません。
,書類提出は、簡易書留郵便等の配還司録力酸る方法で遡寸してください。

.助成期問 1年問
(平成25年4月 平成26年3月)

,害類不備があった場合は、受理でざ弐せん。
・書類提出は、簡易轡留郵便等の配達記録力戰る方法で送付してください。

.助成期問]年間

(平成25年4.月^成26年3月)

.応募締切平成24年Π月15日(木)
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く海外留学生奨学金【募集要項】
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イ外国人留学生奨学金 1募集要項】
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スボーツの普及、振興ならびに競技力向上にかかわる学問・研究を目的に、日本に留学している外国人
大学生・大学院生(または日本ヘの留学を予定している外国人)の方に奨学金を給与しています。

スボーツの普及、振興ならびに競技力向上にかかわる学問・研究を目的に、
海外に渡航・留学予定の日本人大学生・大学院生に奨学金を給与しています。

.申請書類

.応募資格

.申請書類

亜応募資格

・申話や報告等に使用する言語は日本語であることとします。

盛助成金額 1件に対い00万円まで

.応募締切平成24年11月15田(木)
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・研究助成金における大学等の管理費(オーバーヘッド)への充当は認めておりません。
・本募集期問中1こ応募できる件数は、1N1グJレーブ団体あたり1件のみとします。

.助成イ牛数

・本募集期問中1こ1芯募できる件数は、1N1グルーブ団体あた01件のみとします。

.助成金額 1件に対い00万円まで

(研究活動のテーマを十分に説明できる
資料があれば.郵送してください。)

装グループ・団体での応募の場合、代表の方が

.注竜事項

.助成{牛数
10件程度の個人またはグループ・団体

【4】活動テーマに関する資料(任意)

こ従事する方(ただし、教授職または教授 13】推薦害(指導教官など

ている方(入学許可証等の証明婁を提出
のこと)

.申請害類

画応募責格

酉申請書類

以下の条件に該当する方

、

スボーツ医・科学、スポーツ文化など、スボーツ忙関連する幅広い分野から、スポーツ振興、
特にスボーツ関係者のレベル向上やスポーツそのもののレベル向上につながる、

アスリート、指導者、審判、スボーツジャーナリストなど、スボーツに関連する幅広い分野から、

皿応募責格

研究助成【募集要項】

)

応募に際しては、以下の害類を提出してください。

以下の条件に該当する方

応墓に際しては、以下の者類を提出してください。

以下の条件に該当する方

・日本国籍を有する方

【]】奨学生願書【4】同意書(未成年者の場合)

・平成25年4月現在、日本の大学・大学院に在学して 11】奨学生願害【4】同意書(未成年者の場台)

・平成25年4月以降0年以内に)海外の大学・大学院【2】活動計画害【引成績証明書(現在または最近在学した
学校の前年度1年分を添付してください。)
に入学を予定している方(入学許可証等の証明書を【3】推薦書
(学校長または【引留学の目的に関する資料(任意)

提出のこと)

指導教官などの
推欝)

・平成25年4月1日現在、満30歳未満の方で、原則
として日本国内の大学・大学院に在学している方

(本申謂の留学目的を十分に説明でき
る資料があれば、お送りください。)

厘給与金額大学生・大学院生ともに月額]0万円

・申請や報告等に使用する言語は日本語であることとします。
・害類提出は、簡易書留郵便等の画己運元録力咲る方法で送付してください。

・他の奨学金等との重複受給1よ'できません。
・申話や報告等に使用する言語は日本語であることとします。

.給与金額大学生・大学院生ともに月額10万円

・害類不備力吻コた場含は、受理できません。

.給与期問最長2年問まで

・雪顯提出は、簡易轡留郵便等の酉己妻哉呈力弩主る方法で送付してください。

.応募締切平成24年11月15日(木)

1画甫請の流れ

資料があれば、お送りください。)

競技力向上にかかわる学問・研究をしている方

国給与件数若干名

・害類不備があつた場合は、受理できません。

雇給与期問最長2年間まで

日本の大学・大学院に入学を予定している方学校の前年度1年分を添付してください。)
【3】推薦害
(入学許可証等の証明害を提出のこと)
(学校長または
【6】留学の目的に関する資料(任意)
指導教官などの
(本申謂の留学目的を十分に説明できる
・大学・大学院でスボーツの普及、振興ならびに
推醐)
.注意事項

.注意事項
・他の奨学金等との重複受給はできません。

.給与件数若干名

いる方、または平成25年4月以降(]年以内に) 12】活動計画舌【5】成績証明害(現在または勗近在学した

.応募締切平成24年]1月15日(木)
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.助成対象の選考過

1卑請!秘支11ミ刻正よ受「電弓",、雫厶と、E暉しで提出していただく「

申請」があります

1冊、.・,.蹄哥輔

邇尋急造!趣闘4四、功成2
語類擾画)竺r田漉印

書類提出

当財団WEBサイトWWW.ymfs.jPのTOP 申請フォームURLに発行された旧・バスワー
ページの第7期生募集パナーからチャレン、ドでログインし、以下の内客をλ力して電子

ジャー基本登録をしてください。基本登録を、申請してください
行うことで、電子申請内容の入力、書類の印
①牢請書はたは願書)乎成24年11月15日(え0
刷が可能と惹ります
②活動計画書日本時問24:00まで

2.亀望申の倉切勺は混雑が予想、オ遜・すの弓申謂内雪お、禽言はお早め信お願しし

ξ

申請書(または願書)の1枚目を印刷し、各部
門ことの申請書類に必要事項を記λの上、簡

易書留郵便等の配達記録が残る方法で送付
してくたさい
平成24任11月15日(木)
当日消印有効

..レープ・団体1、代表者が申請を

国

て・ださ仙

1Ξ1

成25 1月下旬玉定

.^

成25年2月初旬帝定1

1皀月中旬予定

菱

出制咋卿佃咋肺咋朧脚',ー,,"郎咽確"栂心ホな宅^^鬻ず^李鳳如
.申一れますので了ぐ雌一い。^成累の取b扱Ⅲ1活動成果の知的所人IE鼎属しま、公霊され合1,財団の助成ヒよる滝動盧遜
L.を明記し.いただL 、動一、 1Ξ圃谿するのと団」した 1邑1.Φを串」するこどがあり.。鳴成Φ停止矧約】炊の章号1

のしずれか1を該'る口、助成、.、し、い仁だきま.1】申菓書類記事項IE虚偽がるL七が判明したと」【2】活動の中止ま望除誕五窃革割'.

.紗画趣告怖わ加い1'̲Cとキが助成の鼻的3ケ月戸経{111'配嘗と tE'召活器る邑と用゛3气蟹大 1曹脱:豊盲は部^晦ξ
がなくっLとL
【3】,が不とな..悍と
14 を要としなしが
Uた"【5】詞の1か1疇どしで蓋当でなⅡ、事実があヨたと【旦1輩篭
..処分を 1,竃.
qと【ヲ1応募を満たざ
0にとL、た1溝た光な、ことが判明し仁と[・・停・1】たは長撫11わた0で欠席した・
とキ【2】操毎の状況により、特卸」のがある七認め5才眺とL '、,,げ璽1

公、益写文団1去人

ヤマ,、発動キ鮭スホ」,りキ斥興尋戈団
〒4388501 静岡県磐田市新貝250O Tel.0538‑329827 Fax,053832‑1112

YMFSスポーツチャレンジ助成事業の詳細内容は、
当財団WEBサイトをこ確認ください。

WWW,ymfs.jp

