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 2020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の発表について  
 

 

株式会社荘内銀行（本店：山形県鶴岡市、頭取：田尾 祐一）は、2020 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、2 団体に対する 2020 年度地域貢献大賞※ 2

の贈呈、並びに 56 団体（申請件数 104 件）に対する助成を決定いたしました。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「地域とともに発展する銀行」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

ことを目的に、 2001 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、 2012 年に設立。  

 

 

記  

 

(1) 2020 年度地域貢献大賞顕彰先 

①特定非営利活動法人  明日のたね（社会教育活動、鶴岡市） 

②山形県立小国高等学校（学校教育活動、小国町） 

 

(2) 2020 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：56 件（応募総数：104 件） 

 

以  上  

 

 

 

 

 

 

 

本件に関するお問い合わせ先   広報 CSR 室 菅 TEL 0235-28-2437 



2020 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の紹介 

 

特定非営利活動法人 明日のたね 様 

庄内地方の子育て情報の発信や地域子育て支援に取り組み、現在は、子育てのことだけでなく、地域、

環境、食事など、持続可能な暮らし方を学ぶ場づくりに取り組む団体。 

庄内地域子育て情報サイト運営、地域子育て支援拠点運営、小学生長期休み「こども大学（楽）」、親

子防災プログラム、自然探検学習、地域高齢者向けいきいきサロン開催など、子どもからお年寄りまで

を対象に広範な取り組みを実施、継続している。 

子育て情報の発信を発端に子ども向けのプログラムを行いながら、多世代交流を子育て支援に取り込

み、地域の高齢者の居場所づくりへと発展している。 

 

山形県立 小国高等学校 様 

小規模校であるが、キャリア形成につながる教育活動の構築に向けて、数々の特色ある取り組み、「全

国高等学校小規模校サミット」やアントレプレナーシップ教育に取り組む高校。 

2018 年度から「全国高等学校小規模校サミット」を主催しており、開催に当たっては全国 300 校に

対して生徒が直筆の手紙を添えて参加案内を発送、大学でファシリテーション研修を受けた生徒がサミ

ット当日の運営を行うなど、自発的な取り組みが生徒の成長機会となっている。 

地域に視点を当て課題解決に向けた学びを継続する中で、生徒だけでなく教員や地域全体に波及する

形となって展開し、地域との連携も見られている。 

 

 

 

【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、2012 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。 

2012上   山五十川古典芸能保存会   NPO法人 きらりよしじまネットワーク 

2012下   鶴岡ジュニアオーケストラ   NPO法人 小さな天文学者の会 

2013上   鶴岡藤沢周平文学愛好会   山形県立 置賜農業高等学校 

2013下   鶴岡市立 櫛引南小学校   松諷社 

2014上   指首野川水辺の環境推進協議会   モバイルキッズケミラボ 

2014下   おいしい山形の食と文化を考える会   生涯学習施設「里仁館」 

2015   万里の松原に親しむ会   山形県立 米沢工業高等学校 

2016   杉沢比山連中   山形県立 長井工業高等学校 

2017   NPO法人 えき・まちネットこまつ   東根市立 大富小学校 

2018 
  NPO法人 美しいやまがた 

森林活動支援センター 
  鶴岡中央高等学校 

シルクガールズ・プロジェクト 

2019   NPO法人 ひらた里山の会   元泉地域農地・水・環境保全組織 

 



(別紙)2020年度 公益信託荘内銀行ふるさと創造基金 助成団体一覧

№ 市町村 申請者名 事業名

1 鶴岡市
特定非営利活動法人
明日のたね

子育て世代による当事者目線の情報発信の仕組みづくりの強化と実践の
場の運営

2 鶴岡市
生きる力、豊かな心を育む次世代教育推
進事業実行委員会

教育の力で温海を活性化
～生きる力、豊かな心を育む次世代教育推進事業

3 鶴岡市 おうら観光ボランティアガイドの会 大山観光スポット出前ガイド

4 鶴岡市
山形県立　加茂水産高等学校
水産生物部

大きな水中スコープをつくって海中生物を観察しよう

5 鶴岡市 Kickin´ Dance Fam
市民発！ダン活でつながる。ひろがる。ささえあう。
～ダンスの力でつくる社会的包括～

6 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～

7 鶴岡市 市民参加型ミュージカル実行委員会 ミュージカルで、ジュニアを元気に、市民を元気に！

8 鶴岡市 庄内自然博物園構想推進協議会 湿地と人の関係の再構築をはかるプログラム開発と実践

9 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

10 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
～活動普及のための「リーフレット」作成

11 鶴岡市 鶴岡舟番所 川の体験学習会

12 鶴岡市 戸沢自治会 戸沢花胡蝶歌舞伎公演

13 鶴岡市
特定非営利活動法人
日本国末端技術研究所

電子ブロックで生活に役立つものを！

14 鶴岡市 念珠関辨天太鼓創成会
山形県沖地震被災地復興に向けての地域活性化対策支援演奏会の実
施

15 鶴岡市 レッド・テント庄内 「わたしのからだとこころを愛するために―次世代への性教育―」

16 三川町 にこにこメイト 「にこにこメイト」がつくる笑顔つながる協働のまち

17 酒田市 ＳＲ（Support for Reration）会 子供の自立を目指すための支援活動

18 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・高齢者支援事業

19 酒田市 山形県立 酒田特別支援学校 よりよい聞こえサポート事業～難聴児の確かな学びを支える情報保障～

20 酒田市 FROM PROJECT酒田 ふろぷろ酒田

21 酒田市
特定非営利活動法人
山形県リサイクルポート情報センター

「酒田港見学ツアーガイド」サービス事業

22 酒田市 Ｒｏａｄｓ会
おばあちゃんの味を次世代へ・保存食を使った料理
”庄内を調査探検・食事編”
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(別紙)2020年度 公益信託荘内銀行ふるさと創造基金 助成団体一覧

№ 市町村 申請者名 事業名

23 遊佐町 多機能型事業所　ゆうとぴい 紙芝居『遊佐町のアマハゲ』を絵本化しよう！

24 遊佐町 鳥海ウオーキングクラブ
次世代に繋げる設立30周年記念誌「これからの鳥海ウオーキングクラブ」
の発刊事業

25 遊佐町 遊佐町立　遊佐中学校
ふるさと探訪　「地域を知る」
～自分の周りに目を向けよう～

26 新庄市
家庭教育応援・ボランティア活動団体
「アベルんち」

家庭教育応援事業　～不登校・ひきこもり・障がいをもつ子の理解と支援
のありかたについての研修会～

27 新庄市 公益社団法人 新庄青年会議所 自然から学ぼう！ぼくたちわたしたちの人間力

28 新庄市 新庄市立 新庄中学校 新庄市立新庄小学校・新庄中学校連携事業　ENGLISH CAMP

29 新庄市 ワクワク！はたらＫＩＤＳ実行委員会 最上のキャリア教育「ワクワク！はたらＫＩＤＳ王国」開催事業

30 新庄市 萩野鹿子踊保存会
伝承　萩野鹿子踊
～次代後継者の土台作り～

31 最上町 音の風「絆」づくりプロジェクトチーム 音の風になろう！笑顔と感動で未来へつなぐ「絆」プロジェクト

32 最上町 東法田元気な村づくり協議会 日本最大級！　地域の宝「オオカツラ」を未来へ残そう！

33 山形市
特定非営利活動法人
アジェンダやまがた

『山形県障がいのある人もない人も共に生きる社会づくり条例』（県条例第
25号）の推進と、早期療育の実現により子供の発達を促進し及び保護者
の育児不安の軽減を実現する事業

34 山形市 災害に強い地域づくりを考える会
災害に強い山形づくり
－地域の防災力向上と人材育成その３－

35 山形市 山形市立 第一中学校
「いのちの教育」の推進を地域とともに
～ふるさとに誇りをもち　学び続ける人間を育成するために～

36 山形市 山形市立 第八小学校
日本の伝統文化を引き継いでいこう
～和太鼓・茶道・邦楽・生け花の学習を通して～

37 山形市 東沢古道保存会 古道の復元と保全を通じ歴史と森林環境の魅力ある地域創造事業

38 山形市
山形県立点字図書館
音訳奉仕グループ

デジタル録音図書製作

39 山形市 やまがたヤマネ研究会
夢×自然科学「ネイチャースペシャリストクラブ」＆「放課後理科学倶楽
部」

40 山辺町
被爆ピアノ平和コンサートin山形
実行委員会

被爆ピアノ平和コンサートin山形

41 西川町 西川町生涯学習推進事業実行委員会
西川町生涯学習推進事業「みんなの学舎　あいべの時間」
～にしかわっ子の学びと交流の秘密基地をつくる～

42 米沢市 ささの里づくり推進協議会
米沢市笹野地区の地域活性化
～地域の子供たちの力で文化財を未来へ～

43 米沢市 地縁団体 万世教育振興会
第1回万世地区ウォークラリー大会
(みんなで楽しく歩こう､異年齢交流事業)

44 米沢市 伝統工芸「原方刺し子」を伝承する会
米沢藩の江戸時代から伝承されている伝統工芸品の新たな伝承へ～地
域の宝を守り、活用して宝を保持するまちづくりに向けて～
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(別紙)2020年度 公益信託荘内銀行ふるさと創造基金 助成団体一覧

№ 市町村 申請者名 事業名

45 米沢市 山形県立 米沢工業高等学校
新しい技術で地域課題に取り組む
「自動運転　電動車いすの開発」

46 米沢市 米沢御堀端史蹟保存会 城下町米沢：「歴史的建造物・景観」写生大会によるまちづくりの活性化

47 米沢市 米沢古文書研究会
江戸時代を代表する名君上杉鷹山に学ぼう！～上杉鷹山の業績を紹介
する史料集の刊行と歴史講演会の開催～

48 米沢市 米沢プログラミング教育協力隊 米沢市のプログラミング教育支援事業

49 長井市 五十川獅子踊の復活を目指す会 五十川獅子踊復活・継承事業

50 長井市 長井市立 豊田小学校
ふるさとの郷土芸能「河井獅子踊り」のもつ魅力に学ぼう
～「少年少女河井獅子踊り」をとおして～

51 長井市 山形県立 長井工業高等学校 コミュニケーションロボット活用プロジェクト

52 川西町
特定非営利活動法人
えき・まちネットこまつ

地域に広がれ子どもによる子どものための食育活動

53 小国町 古田歌舞伎保存会 古田歌舞伎定期公演

54 白鷹町 黒滝会 「ふる里地学講座」まちの自然を科学的に楽しく学んで活そう･･････。

55 飯豊町 飯豊史話会
県指定文化財「天養寺観音堂」を郷土の歴史を学ぶ社会教育の場として
簡易資料館化する事業

56 飯豊町 中獅子踊り保存会 獅子踊り（郷土芸能の継承）
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