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隈利害国際奨学金について

隈利賢国際奨学金の設立経緯は、次項の隈利賓国

際科学技術振興財団の隈　智恵子代表、および次々

項の公認会計士の福田　健氏の文に詳しく述べられ

ている。このような経緯の下に設立された財団から、

九州大学大学院総合理工学研究科（その後学府）内へ

の奨学金の受入れについて、九州大学奨学資金運用

規則（昭和36年4月制定）に則り平成10年（1998年）

度に隈利害国際奨学生運用細則を定め、それに従っ

て奨学生の選抜および給付を行ってきた。

同奨学金制度が設立されて以来、大学院博士課程

在学の留学生から毎年平均3名の新規受給者を受け

入れ、各年度平均9名の奨学生が在学している。

本パンフレットは、隈利害国際奨学金について概

要を説明するとともに、．．特に受給奨学生諸君に、そ

の趣旨を理解して⊥膚勉学に．励み、・・■将来の発展に備

えてもらう■こ■‾と着意図しそ編んだものである。

年講・資料

平成10年4月隈利昏由際奨学生運用規則制度

平成10年．10月岡奨学金第一回受給者受入

平成13年3月間第一回修了者
毎年秋　　　　隈利賓国際奥学生交流会

［於：（株）西部技研】

隈利害国際奨学金に関する
問合せ先

〒816－8580福岡県春日市春日公園6－1

九州大学大学院総合理工学府等事務部

教務課学生掛

電話　　　092－583－7512

ファックス092－583－7515

“KumaTbshimi

InternationaJScholarshipProgram”

The fbllowlng articlesfrom Mrs．Chieko Kuma，the

representativefor‘‘KumaTbshimiIntemationalEngineenng

Sciences Organization’：andMr．ThkeshiFukuda（CPA）

describedetailspertainingto“KumaTbshimiIntemational

ScholarshipProgram’：Inordertoprocure acceptanceof

thescholarshipbytheInterdisciplinaryGraduateSchoolof

EngineeringSciencesatKyushuUniversity，theguidelines

establishedbyMrs．KumaandMr．Fhkudawerereconciled

Withsubsidiaryrules（establishedin1998）forKumaTbshimi

IntemationalScholarshipProgramandKyushuUmiverslty，s

OWnmiesofapplicatiOnforscholarShipfunds（establishedin

1961）・Studentswereselectedandthescholarshipprovided

accordingtotheserules．

Sincetheinaugurationofthe scholarShipprogram，three

OVerSeaSStudentshavebeenadmittedannuallytothemaster｝s

COurSe atthe post graduate school．In efEbct，there are9

Studentsstudyingatanyonetimethroughthescholarship

prOgram・

ThspamPhletisintendednotonlytoglVeanOutlineof

“KumaTbshimiIntemationalScholarShipProgram”，butalso

toilluminate the students as to the rationale behind the

PrOgramandsubsequentlymotivatethemtostudyhardand

COntributetotheirowndevelopmentandfutureprosperity．

Timelineandlnformation

Apri1，1998　Establishedthe subsidiaryrulebrKuma

TbshimiIntemationalScholarshipProgram・

October，1998　The丘rstscholamhipstudentswereselected．

Mamh，2001　The丘rstscholarshipstudentsgraduated・

EveryautumnKumaTbshimiIntemationalScholarship

Students’socialmeetlngisheldatSeibu

Giken’sheadquarters・

Contactinformationfor

“KumaToshimi

lnternationalSchoIarshipProgram”

StudentAffairsSection，Admimistration

InterdisciplinaryGraduateSchoolofEngineenngSciences，

KyushuUnlversity

6－1Kasuga－Koen，Kasuga，Fukuoka816－8580．

mone：092－583－7512

Fax　：092－583－7515



「隈利害国際科学技術振興会」

設立の動機と趣旨

隈利賛国際科学技術振果　代≠

隈　篭

1997年9月4日、株式会社西部技研の創業者で

ある夫隈利害が亡くなった。

享年71歳、彼は40歳で当会社を創業しその開披の

技術を主体とした空調機器の製造販売を行っていた。

会社は小さいながら独自の経営によりなんとか海外に

も知られる技術や製品をもって確実な歩みを続けていた。

隈の死は海外からも多くの参列者を迎えることに

なった。ヨーロッパ、アメリカ、アジアと隈の技術

や製品を愛して下さった技術者や提携先のビジネス

マンが葬儀という場で一同に会した後、MrT．K

UMAの名前を残す手立てがないものかと話が盛り

上がったと聞いた。

数ヶ月すると海外から三々五々とお金が届き始めた。

「帰国後社内報でアピールした」「業界紙東載せた」

「地方紙にこの話を語った」などと言って浄財ともい

うべきお金が寄せられるのである。びっくりしたの

は私どもで大変なことが始まっていることを知らさ

れたのだった。

ToshimiKumaの名前を残し、これに参加して下

さっている方々の意志を伝えるような事がどうした

ら出来るのか私は困惑し途方に暮れていた。その間

にも100ドル、500sek、5万元、10万ウォンとお

金が送られて来る。

故人隈利害は自身が若い頃苦学生であり、色々な

方の好意と援助で大学を終え又実業の世界に入って

からも何人かの方から「貴方の技術への思いを消さ

ないために」と有形無形の後援を得てここまで続け

て来ることが出来たことを感謝していた。後年事業

を始めてからは自分がしてきたように次代を担う人

がビジネスを起こすことに挑戦してほしい、その時

何かの手伝いが出来たら力になりたいものだと熱く

語っていたことを私は思った。

私は故人の長い友人である九州大学村岡克紀先生、

公認会計士の福田健先生に上記のような故人の思いと、

隈利害の名を遺してやりたいと言う海外の友人たち

の意志を伝える方法がないかを考えて頂くようお願

いした。

Therationaleunderlyingthe

Esbblishmentor“Kumalbshimi

InternationalEngineerlng

SciencesOrganization”

ChiekoKuma

Representativehr“KumaTbshimi

InternationalEngineeringSciencesOrganization”

Mr．TbshimiKuma，myhusbandandthefounderofSeibu

GikenCo．，Ltd．，PaSSedawayonSeptember4th，1997．His

ageathisdeathwas71．He establishedthecompanyatthe

ageof40and，fromthatpolnt，thecompanyPrOducedand

SOldair－COnditionlng equlPment by mainly utilizing his

expertlSe．Althoughthebusinesswas smallintemSOfits

OutPut，thecompanymadesteadyprogressthankstoitsown

technologicalinitiative and qualityofits products，Which

WereWellknowntooverseascompmies．

Manymoumersfromoverseasattendedhisfuneral．Iheard

that some englneerSand businesspeople working at allied

COmPmiesinEurope，AmericaandAsiametwitheachother

afterthefuneraland，Out Oftheir shared respeCtforMr．

Kuma，discussedwaysinwhichhisnameandmemorycould

becontinued．

Severalmonthslater，mOney Started to gradually comein

打om overseas．As stories of Mr．Kuma circulatedinin－

COmpany neWSletters，local newspapers andindustrial

publications，VOluntarycontributionsbegantObereceived．I

WaSVery SurPrisedandnoticedthatsomethingrem訂kable

WaSgOlngOn・

I was at aloss as to how to ensure the continuation ofthe

name of TbshimiKuma according to the will of the

COntributors．Meanwhile the money，COmlnglnin such

CurrenCies and quantities aslOO US Dollars，500SEK，

50，000血anandl00，000Won，WaSbeingreceived．

Infact，thelateTbshimiKumawas，instrictly丘nanCialtermS，

a poor student，SO he was only able to graduate ffom

universlty afler receivlng頁nancialsupport from various

PeOple．FurthermOre，eVen after startlng the business，he

neverlostsightofthefactthathecouldcarryononlywith

thetangibleandintangiblesupportofpeopleimpressedby

Mr・Kuma’sexpertise andpassionfbrtechnology・Iam

reminded that，in hislater years，he told methat he

PaSSionately wanted younger generations to take upand

COntinuetocarrythetorchofinitiativeandentrepreneurship

thathehimselfhadcarriedforsolong．Andaccordingtothis

ideal he wished to provide some support to the next

generation．

Iaskedhislongstandingfriends，Dr．KatsunoriMuraoka，a

PrOfbssor at Kyushu Umiversity，and Mr．ThkeshiFukuda，

SeibuGiken’scpA，tOthinkofwaysinwhichmylate

husband’sdreamCOuldbemaderealityandhisgoodname

continuedaccordingtothewillofhisfriend’soverseas・



村岡先生は九州大学の中に国際奨学会制度をつく

り海外からの留学生に学資の援助を行うことで優秀

な技術者を育てる、その制度に隈利害の名を付すこ

とで尽力してみようと言って下さった。

九州大学は隈が若い頃研究助手として勤務させて

いただき晩年には工学博士の学位を授与された大学

である、そこに故人の名を付けた制度が出来ること

はこの上ない幸せだと感動した。

一方でこの事業を継続的に動かすにはどのような

条件が必要かを公認会計士の福田先生に考えて頂いた。

資金は外部の方々の好意を出資金とし継続的なも

のは隈利害の遺産と遺産の一部でもある当人名義の

特許権使用料を当てることにした。あと10年余り

はその特許権使用料が西部技研から私に入ることに

なっている。

福田先生はこの制度を公のもの例えば基金、とか

財団にすることが出来ればと動いて下さったが、そ

れには規模が小さいと認可を得ることが出来なかった。

思えば小さな善意から始まった個人の制度であり公

に認めさせるのは難しいことなのかもしれないが、

とにかく好意を形にしましょうと1997年12月設

立の趣意が発表され「隈利賀国際科学技術振興会」

という任意団体として発足した、将来はぜひ財団に

発展させたいものとすこし大仰な名前にした。

事業目的は

0意欲ある若手研究者の独創的、先駆的な研究開発、

実用化に対する助成及び起業家の育成

0日本国立九州大学総合理工学研究科大学院に留

学する海外からの学生のための奨学資金給付。

目的の一つは「隈利賢国際奨学会」として1998

年4月よりスタートし1学年3人の方に3年間の援

助をすることになり第一回の卒業生も巣立って行か

れた。

今後、この制度で勉強された方々がそれぞれの国

で事業を起こしたり、研究活動を続けて下されば科

学技術の振興に寄与するという設立の目的は果たさ

れる。

さすればこのことを発起された方々の善意も、な

により波乱の生涯を生きた隈利賓の夢がこの会によ

って受け継がれ世界に広がることを誇りに思うもの

である。

It was Dr・Muraoka who came uP With theidea of

establishinganintemationalscholarshipprogramatKyushu

Universltyln Order to translbm OVerSea Studentsinto

Superiorengineers・Healsostatedhisintentiontotrytoname

PrOgrama氏erTbshimiKuma．

KyushuUniversitywastheinstitutionatwhichMr．Kuma

hadworkedasaresearchassistantinhisyoungeryears・He

WaSalsoawardedadoctorateinengineeringbytheuniversity

inhislateryears・Tberefore，IwasverylmPreSSedthathis

name would forever be associated with a scholarship

PrOgramatKyushuUnlversity．

Mr・FukudameanWhilethoroughlyconsideredtheconditions

necessaryforthesuccessfuloperationofthisprogram・

Itwasdecidedtousethosecontributionsfromhisoverseas

hendsastheinitialfunds，andTbhimiKuma’sroyalties杜om

his patents to coverrunnlng COStS．It was atthattime

PredictedthataroyaltyfromSeibuGikenCoリLtd．couldbe

receivedforaperiodofmorethanlOyears．

AlthoughMr・Fukudatriedtomakethisscholarshipprogram

PublicasanOfBcialfundorfoumdation，itwasnotpemitted

duetoits smallscaleanditsnatureasapnvateprogram

dependent upon the simple goodwill ofindividuals．

Nevertheless，inordertoreflectthisgoodwill，theprogram’s

PrOSpeCtuSWaSCOmPOSedandreleasedinDecember1997

andthescholarshipprogramOfBciallyinauguratedas“Kuma

TbshimiIntemationalEngineerlngSciencesOrganization”・

nisslightlyostentatioustitlerenectsnotonlyoursenseof

prideinprogrambutalsoourhopethatitwouldoneday

becomeapublicfoundation．

nepurposesofthisorganization

一丁bsupporthighlymotivatedyoungenglneerSinvoIvedin

Research and Development wofk fbrthe creationand

advanCementOfteclmology，andtoeducateentrepreneurs・

－TbprovideascholarshiptooverseastudentsstudyingR）ra

doctor’sdegreeatInterdisciplinaryGraduateSchoolof

EngineeringSciencesofKyushuUniversity．

InaccordanCeWiththepurposesofthisorgamization，“Kuma

TbshimiIntemationalScholarshipProgram”beganinApri1

1998andsupported3studentsthrougheachgradeover3

yearS・These丘rststudentshavealreadygraduatedfromthe

universlty．

Ifthose students who studied and graduated fromthe

universityvia this scholarship program starttheir own

businessorcontinueresearchanddevelopmentwo止intheir

respectivecountries，theprlmarypurPOSeOfthisorganization

tocontributetothedevelopmentofscienceandtechnology

WOuldhavebeenrealized・Iamthereforeveryproudofthe

goodwilldisplayedbyal1thepeOpleinvoIvedinmakingMr・

n）ShimiKuma’sdreamcometrueandspreadinghisspiritof

innovationandexpertisethroughouttheworld．



科学技術振興会」を

公認会計士　福田　健

株式会社西部技研の創業者である隈利害氏とは、

私が16年程前同社の会計・税務顧問に就任以来の

お付合いです。同社はベンチャー企業という名が未

だ無いころからの、ベンチャー魂溢れる研究開発企

業で、隈氏のあくなき開発や研究意欲と企業家精神

には未だに私の心奥深く浸透しております。ただ大

変残念な事ながら志半ばにして、突然の訃報に衝撃

をうけたものです。

隈氏は取引先・社員の方々、中小企業の経営者等

ベンチャー企業のリーダーとして若手の育成等にも

多くの気配りをされ、実行されておられていました。

その様なことから生前からお付合いされた国内外の方々

からKumaMemorialFundをという声が上がったの

も必然でありました。

そこで生前隈氏から薫陶を受けた私は、公認会計

士という立場から、隈氏の遺志を永遠のものにする

ため、財団又は基金設立に動きましたが残念ながら

任意団体という形での発足しか叶いませんでした。

しかし、「隈利賢国際奨学金」や「若手研究者の育

成のための助成」を続けたくとも現在の基金を使い

果せば、かかる目的を永続的なものにする事は出来

ず終了せざるを得ない事態となります。

そこで過去3ヶ年の実績を背景に、財団又は（特定）

非営利特定公益法人（NPO）へ移行出来れば、税制

上法人は損金算入、個人は寄附控除を受けられ、株

式会社西部技研等の会社団体や賛同して戴ける個人

からの寄附を受け易くなり、資金的裏付は盤石とな

り設立の目的を永続的なものにする事が出来ます。

私も専門家として、法人格取得へ向けて努力致しま

すので、関係各位のご指導・ご協力をお願い致します。

“KumaTbshimi

hternationalEngineerlng

SciencesOrganization”‥

a Dream to be Cherished and

Preserved

CertifiedPublicAeeountant

TbkeshiFukuda

I丘rstmetMr．1bshimiKuma，thefounderofSeibuGiken

Co・，Ltd・，WhenIassumedthepositionofSeibuGiken’s

accountlngCOnSultantabout16yearsago．SeibuGikenhas

longbeenaflagshipofentreprenemialspiritandinnovation．

Mr・Kuma’spassionforresearChanddevelopmentandhis

entrepreneurialbri11ianCemadealastlnglmPreSSionuponme．

Iwasdeeplysaddenedbythenewsofhissuddenpasslng

befbrehewasabletofullyrealizehisambitions．

Asaleaderinhis丘eld，Mr．Kumaalwaystookgreatcareto

educateanddevelopthe youngergeneration ofsmal1and

mediumsizedcompmies．Ⅰthereforethinkthatitwasqulte

naturalforhis fhendsinJapanandoverseas to suggesta

memorialfundwiththeintentionofkeeplnghisgoodname

dive．

IconsequentlyworkedinmycapacityasaCPAtoestablisha

Publicfoundation capable ofimmortalizing his wishes．

Nevertheless，itwasonlyasapnvateorganizationthathis

dreamCOuldfirstbegin．

Tbourdeepregret，anddespiteoureffbrts tocontinueto

SuPPOrt and educate highly motivated young overseas

englneerS，WeCan’tavoidabandoningthisobjectiveonceal1

themoneyfromthefundhasbeenusedup．Ifthetransitionto

apublicfoundatiOnornon pro丘torganization（NPO）Can

indeedbemadeasanacknowledgementoftheachievements

Ofthepastthreeyears，COntributingcompmieswouldbeable

towriteoffcontributionsasexpenditureandindividualsasa

tax deduction．It wouldthereR）re become much easier to

receive financial　assistance not only　from supportlng

COmPanies such as Seibu Giken C0．，Ltdリbutalsofrom

individualbenefactors．Asa consequence，the scholarShip

PrOgram WOuld become nnancially very stable andthe

PnnCiplesunderlyingltSeStablishmentwouldbeabletolast

etemally．SinceIamWillingtocontinuemye放）rtStOrealize

thisobjectivefrommypositionasa且nancialConsultant，I

respectfullyrequestthekindcooperationandassistanCeOfall

PerSOnSinauth0rityrelatedtoourventure．
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