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平成30年度 公益信託荘内銀行ふるさと創造基金 

地域貢献大賞及び助成団体を発表！ 
 

株式会社荘内銀行（本店：山形県鶴岡市、頭取：上野  雅史）は、平成 30 年度公益信託

荘内銀行ふるさと創造基金※ 1 の運営委員会を開催し、下記のとおり、2 団体に対し平成 30

年度地域貢献大賞※ 2 の贈呈を、70 団体（応募総数 110 件）に対し助成を行うことに決定い

たしました。なお、地域貢献大賞受賞団体の詳細及び助成団体は別紙のとおりです。 

当行は今後も「地域と共に発展する銀行」として、地域活性化に向けた支援を積極的に

展開してまいります。  

※ 1：山形県内における学校教育、社会教育及び文化活動への支援を通して地域社会の発展に寄与する

ため、平成 13 年に設立。  

※ 2：これまでの助成団体の中から、活動を通じて長期にわたり豊かで潤いのある地域社会の創造に寄

与した団体を顕彰するため、平成 24 年に設立。  

 

 

記  

 

(1) 平成 30 年度地域貢献大賞顕彰先 

①特定非営利活動法人  美しいやまがた森林活動支援センター（社会教育活動、南陽市） 

②鶴岡中央高等学校シルクガールズプロジェクト（学校教育活動、鶴岡市） 

 

(2) 平成 30 年度公益信託荘内銀行ふるさと創造基金  助成先件数 

助成件数：70 件（応募総数：110 件） 

 

以  上  
 
 
 
 
 
 

 本件に関するお問い合わせ先  広報 CSR 室 佐藤・菅・小池 TEL0235-28-2437 



平成 30 年度 公益信託荘内銀行ふるさと創造基金 地域貢献大賞受賞団体 

 

特定非営利活動法人 美しいやまがた森林活動支援センター 様 

主に森林保全、森林資源活用、環境教育等を行う NPO 法人で、行政、住民、林業者、企業、他の

NPO 等と連携した多様な活動を置賜地方中心に行っている。 

飯豊町の分校跡を再生して「中津川森と暮らしの学校」を開校し、山村生活者との交流拠点として

運営しており、近年は、中山間地移住者等への支援に注力。 

また、企業の森づくり活動の植樹支援や整備管理、児童体験教室などの森林教育プログラム、南陽

市で森林に関する体験や林業に関する作品の展示を行う「やまがた大森林祭」の開催、ペレットコン

ロ開発研究やスゲ細工製品の山林資源を活用した産業化推進など、森林、環境に関わる幅広い分野の

活動に取り組みながら、県内外の多数の団体との連携、協力の輪が拡大している。 

鶴岡中央高等学校シルクガールズプロジェクト 様 

鶴岡の「絹産業」の歴史、伝統を理解することを目的に、自らデザインを考え、ドレスを製作し、

発表を行っている。 

創作だけではなく、専門家からの講習を受けながら、地域の人たちと触れ合い取り組むことを意識

しており、特にファッションショーでは、蚕の飼育体験をしている児童館の子供たちや、高齢者施設・

障害者施設の方々からもモデルになってもらうなど、年齢や障害など隔てなくファッションを楽しむ

コラボ企画を実施。鶴岡の絹文化を発信する持続可能な取り組みとなっている。 

加えて、鶴岡の歴史的施設の活用や食の分野への進出など活動が拡がりを見せている。 

 

【ご参考：地域貢献大賞の概要】 

地域貢献大賞は、これまでの公益信託荘内銀行ふるさと創造基金助成団体の中から、活動を通じて
長期にわたり豊かで潤いのある地域社会の創造に寄与した団体を顕彰するため、平成 24 年に設立さ
れました。これまでの受賞団体は、以下の通りとなります。 

以 上 

 

受賞年度 市町村 団体名

川西町 特定非営利法人えき・まちネットこまつ

東根市 東根市立大富小学校

遊佐町 杉沢比山連中

長井市 山形県立長井工業高等学校

酒田市 万里の松原に親しむ会

米沢市 山形県立米沢工業高等学校

山形市 おいしい山形の食と文化を考える会

酒田市 生涯学習施設「里仁館」

新庄市 指首野川水辺の環境推進協議会

米沢市 モバイルキッズケミラボ

鶴岡市 鶴岡市立櫛引南小学校

鶴岡市 鶴岡藤沢周平文学愛好会

酒田市 松諷社

川西町 山形県立置賜農業高等学校

鶴岡市 鶴岡ジュニアオーケストラ

鶴岡市 山五十川古典芸能保存会

山形市 特定非営利活動法人 小さな天文学者の会

川西町 特定非営利活動法人 きらりよしじまネットワーク

平成28年度

平成27年度

平成26年度

平成25年度

平成24年度

平成29年度



(別紙)平成30年度 公益信託荘内銀行ふるさと創造基金 助成団体一覧

No. 市町 村 申請者名 事業名

1 鶴岡市 一般社団法人あきんどなまか
中高生に地元企業を知る機会を提供するウェブサイト「庄内お仕
事大百科」の開設

2 鶴岡市
「内田樹先生のお話を聞く会」実行委
員会

内田樹先生講演会開催

3 鶴岡市 鶴岡市立櫛引南小学校
地域のよさ・特色を知る学校教育～全校でりんごを育て全国へ発
信～

4 鶴岡市
庄内オーガニックマルシェ〜peaceful
days green market〜

庄内オーガニックマルシェ〜peaceful days green market〜

5 鶴岡市 庄内自然博物園構想推進協議会
大山上池・下池ラムサール条約登録10年を機会に考える湿地の
魅力と体験ワークショップの開催！

6 鶴岡市 庄内藩の歴史と食文化を学ぶ会 食べて・学んで・楽しむ庄内藩

7 鶴岡市 たにしの楽校 田麦俣 たにしの楽校「未来のふるさと風景づくり」

8 鶴岡市 致道館文化振興会議
致道館文化をみんなのものに
①小中学生を対象にした学習の普及②会報「抱朴」の発行

9 鶴岡市 山形県立鶴岡北高等学校音楽部
鶴岡を合唱で元気に
～私達の歌声をお届けします～

10 鶴岡市 鶴岡工業高等専門学校
未来の科学者養成研究所“鶴岡サイエンスラボ（科学致道館）～
見て、触れて、創ってみて～”

11 鶴岡市 鶴岡ジュニアオーケストラ
鶴岡ジュニアオーケストラによる「老人ホーム弦楽コンサート」活動
の展開

12 鶴岡市 鶴岡土曜会混声合唱団 鶴岡土曜会混声合唱団 第67回定期演奏会

13 鶴岡市 鶴岡藤沢周平文学愛好会 藤沢文学に学ぶ

14 鶴岡市 山形県立鶴岡南高等学校山添校
地域に伝わる伝統芸能「黒川能」
～学習・ボランティア・鑑賞～

15 鶴岡市 「読書のまち鶴岡」をすすめる会 「読書のまち鶴岡」をすすめる会～読書で元気なまちをつくろう～

16 鶴岡市
特定非営利活動法人　日本国末端技
術研究所

ものづくり教室用大工道具の購入

17 鶴岡市 パソコン要約筆記「はなまる」 パソコン要約筆記活動の継続と拡大

18 鶴岡市
特定非営利活動法人
森と水

第13回いのちのコンサート
～森と水そして月光のしらべ～

19 酒田市 鵜渡川原人形伝承の会
廃絶した広田人形の復活と職人の育成～伝承者として認められる
職人を目指す～

20 酒田市 傘福紅房 傘福文化の継承による酒田市活性化

21 酒田市
特定非営利活動法人　きらりまめ・豆
ネット

子育て支援・高齢者支援・福祉施設支援事業



(別紙)平成30年度 公益信託荘内銀行ふるさと創造基金 助成団体一覧

No. 市町 村 申請者名 事業名

22 酒田市 酒田花魁道中実行委員会 「酒田花魁道中」を酒田の観光資源に！

23 酒田市 学校法人東北公益文科大学
デジタルアーカイブで実現する地域文化の魅力再発見（シンポジ
ウム開催事業）

24 酒田市
東北公益文科大学　酒田おもてなし
隊

観光を切り口に地域活性化に取り組む学生活動「酒田おもてなし
隊」

25 酒田市
日本将棋連盟　酒田荘内支部　子供
将棋教室

子供将棋教室

26 酒田市 認定NPO法人ひらた里山の会 みんなで作ろう市民の杜　～未来につなぐ美しい里山再生～

27 酒田市 特定非営利活動法人　みなと研究会 出前講座「カキ殻リサイクルを通して親子で学ぶ循環型社会」

28 酒田市 宮海御頭舞保存会
宮海御頭舞（みやうみおかしらまい）の保存と伝承～地域の伝統
芸能を次世代につないでいく～

29 酒田市
特定非営利活動法人宮野浦未来創
成会議ホッとなる

読書で紡ぐ親・子・地域の豊かな「未来・人」づくり事業～学校教育
の谷間を埋める～３年目

30 酒田市
学校法人明照学園　認定こども園浄
徳幼稚園・じょうとく保育園

地区の子育て支援に係る「地域開放事業」の推進

31 三川町 庄内若手農家ネットワーク
地域の文化の掘り起こしと発信を若者が中心となって行い、地域
の活性化を図る

32 新庄市
NPO法人　芸術文化振興市民ネット
新庄

夏休み！プラザの体験教室！！

33 新庄市 本合海エコロジー
国指定名勝「おくのほそ道の風景地 本合海」を活用した地域活性
化事業

34 金山町 金山町立金山中学校
プロジェクト”K”（中高一貫金山町職業体験学習）～金山の未来の
担い手育成プロジェクト～

35 金山町
りゅう馬スプリントスキーフェスタ実行
委員会

りゅう馬スプリントスキーフェスタ2019

36 真室川町 釜渕かまくら交流会実行委員会 釜渕かまくら交流会

37 戸沢村 角川太鼓を育てる会 より高みへ！角川の伝統文化の継承と育成

38 舟形町 富長・堀内を元気にする会 はなさかじいさんプロジェクト

39 山形市 特定非営利活動法人　サポート唯 食の宝庫山形からの発信「親から子へ伝えたいレシピ」

40 山形市 すくすくぴょんぴょん音楽会
第４回　遊ぼうよ！子どもたち～バイオリンとピアノとお話と星の音
楽会～

41 山形市 山形英国友好協会
山形・ロシアの花笠交流、ロシア人グループ「奇跡の花」が山形の
祭りで舞い踊る

42 山形市 山形県立山形工業高等学校 山工元気プロジェクトⅡ（魅力あふれる学校づくり推進事業）



(別紙)平成30年度 公益信託荘内銀行ふるさと創造基金 助成団体一覧

No. 市町 村 申請者名 事業名

43 山形市 山形市立商業高等学校産業調査部 光(照明)で街を明るくしよう～光による地域活性化

44 山形市 山形大学数学教育研究センター 山形算額勝負～湯殿山神社を目指せ～

45 山形市 山形大学都市・地域学研究所 第8回　安達峰一郎記念世界平和弁論大会

46 山形市
やまがた福わたし（フードバンク山形
中央）

”もったいない”を”福”にかえる、フードバンク活動。古き良き文
化、おすそわけの文化を取り戻そう！

47 山形市 山形県立山形東高等学校
「サイエンスセミナーin山東」～地域学校の児童・生徒・教員連携
による科学探求力のレベルアップを目指して～

48 山形市 やまがたメイカーズネットワーク 3Dプリンター活用事例集の作成～3Dプリンターの輪を広げよう～

49 山形市 やまがたヤマネ研究会
やまがたのいきもの学　～1人1人が行動できる生物と人の新しい
関係づくり～

50 山形市 山形歴史たてもの研究会 旧山寺ホテルのトイレを改修して快適な観光施設へ変身

51 山形市
特定非営利活動法人プチユナイテッ
ドアスリートクラブ

地域と共に親子の絆を築くハーバリウムづくり（子どもの居場所づく
り講演）

52 山形市 ぷらっとほーむ 学習支援教室の開催とそのための環境整備

53 天童市 一般社団法人青葉の杜 「バリアフリーフットサル山形！！地域との共生」

54 天童市 長岡モンテディオサポーターズクラブ
プロサッカーチームモンテディオ山形の応援を通して明るいまちづ
くりと地域活性化

55 東根市 チーム「薬らん防」 ダメ!ゼッタイ!!薬物乱用!受動喫煙!!

56 東根市
特定非営利活動法人　山形ロングトレ
イル

山形ロングトレイル七ヶ宿～蔵王坊平区間ルート整備事業

57 村山市
第8回浅草寺奉納大草鞋製作実行委
員会

大わらじの伝統と技術を後世に伝えたい

58 村山市 新経済産業セミナー 講演会　学校教育新時代を迎えて

59 村山市 山形県立楯岡特別支援学校 小学部から始めるキャリア教育推進事業

60 村山市 山の内地域づくり協議会
山の内自然体験事業（日本一楽しい村宣言！豊かな自然や伝統
文化を生かした体験を提供）

61 米沢市 山形大学古川研究室 駅ファブ中学校出前授業：3Dプリンターサイエンスクラス

62 米沢市
山形大学フロンティア有機材料システ
ム創成フレックス大学院

第6回　国際スマートシステム工学会議

63 米沢市 山形県立米沢工業高等学校
工業高校の特色を生かした、地域連携による「ものづくり・人づくり・
地域づくり」の推進事業



(別紙)平成30年度 公益信託荘内銀行ふるさと創造基金 助成団体一覧

No. 市町 村 申請者名 事業名

64 米沢市 山形県立米沢興譲館高等学校
地域社会と協働した「挑戦力」を育むアントレプレナーシップ（起業
家精神）教育

65 南陽市 赤湯温泉暴れ獅子太鼓振興会
～地域に伝わる太鼓の響きをみらいの子どもたちへ～　赤湯温泉
暴れ獅子太鼓修繕事業

66 南陽市 南陽古代織りの伝統を守る会 南陽市青苧取組み３０年記念「青苧＆伝統手織フェスティバル」

67 南陽市
一般社団法人山形バリアフリー観光
ツアーセンター

山形バリアフリーインバウンド大作戦～おもてなし観光日本一を目
指して～

68 川西町 川西町国際交流協会 小学生を対象とした教育ボランティアになる異文化体験事業

69 白鷹町 深山焼登り窯復活プロジェクト 白鷹町深山焼登り窯 窯焚き体験・技術伝承プロジェクト

70 小国町 山形県立小国高等学校
白い森おぐに　ひとづくり・まちづくり　-「地域文化学」を通した地
域貢献・地域との絆づくり-


