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2021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：田尾 祐一）は、当行が設定している「公益信託荘

内銀行ふるさと創造基金※1」の 2021 年度運営委員会を開催し、2 団体に対する「2021 年度地域貢献大

賞※2」の贈呈、並びに 52 団体（申請件数 75件）に対する助成を決定いたしました。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。 

なお、オリエンタルモーター株式会社様(本社:東京都台東区、代表取締役社長:川人 英二 様)には、

「真に豊かで潤いある地域社会づくりを目指す」本基金の趣旨にご賛同いただき、長年にわたりご寄付

を頂戴しております。本年もご寄付を助成金の一部にさせていただいております。 

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) 2021年度地域貢献大賞顕彰先 

①やまがたヤマネ研究会（社会教育活動、山形市） 

②山形県立新庄神室産業高等学校（学校教育活動、新庄市） 

 

(2) 2021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：52件（応募総数：75件） 

以 上 
 
 
 

 
 

本件に関するお問い合わせ先 広報 CSR室 難波・菅 TEL.023-626-9006 



2021 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 

 

やまがたヤマネ研究会 様 

山形に生息する野生哺乳動物の調査研究と研究結果を生かし、学校では取り組みにくい自然環境や生

物の専門的な分野をフィールドワークを取り入れて、多面的にわかりやすく学習する場を子どもたちに

提供し続けている団体。 

人口減少により地域の自然や生物を守り管理する人材が減少しているため、野生生物の生態調査や学

習会などを通じて野生動物管理という問題に地域の子供たちと取り組む。 

2014 年に通年型自然科学塾「ネイチャースペシャリストクラブ」を開設し、現在低学年の Pre クラ

スの増設、年８回のプログラムに拡大しており、2019年からは、巣箱の設置により野生動物と農作物の

共生を期待して、フクロウを果樹農園に住まわせ、ネズミからの被害を防ぐ取り組みを開始するなど、

活動内容の幅が広がり、事業が増えている。 

 

山形県立新庄神室産業高等学校 様 

ミチノクヒメユリ(鮭川村村花・絶滅危惧植物)を栽培し、鮭川村での認知を高め村花として定着させ

るための活動に取り組む高校。 

「村の花」の認知度向上を図りたいという思いが始まりだったが、その後取り組みが進化し、口紅の

原料となる色素の抽出・開発に至った。鮭川村の協力も得て口紅は研究の成果が実を結び、日本メナー

ド化粧品㈱との共同研究が決まった。 

地域のために継続して栽培を続けながら、その活用法まで提案したことで「村の花=ミチノクヒメユ

リ」という村民の認知度の向上に貢献している。学校では今後の需要を見据え、村の産業振興課に 1,400

球の球根を提供し、村では栽培拡大を目的に講習会を開くなど、積極的に取り組みが始まっている。 

 

 

【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 

2020   NPO法人 明日のたね   山形県立 小国高等学校 

 



2021年度荘内銀行ふるさと創造基金助成先について

1 田川 鶴岡市 学校
特定非営利活動法人
明日のたね

子育て世代による情報発信の仕組みづくりの強化と実践の場の運営

2 田川 鶴岡市 社会
一般社団法人
アマゾン資料館

世界の扉を開こう、地球家族ライブラリーで！

3 田川 鶴岡市 社会
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～

4 田川 鶴岡市 文化 大山いざや巻保存会・キッズ華の会
１ 伝統芸能の継承と後継者の育成
２ 大山小学校への出前授業の開催による子供たちへの指導育成

5 田川 鶴岡市 社会 かたくり温泉ぼんぼ管理運営組合 五感で体感する健康づくり・・・地域色（食）の再探訪

6 田川 鶴岡市 社会 櫛引地域生涯学習振興会 櫛引歴史バトンプロジェクト

7 田川 鶴岡市 文化 黒川能上座 黒川能若手役者能楽伝承発表会

8 田川 鶴岡市 社会 子ども達の食の自活を応援する会 ふるさと庄内の子ども達の食の未来を応援しよう ～人を喜ばせる子どもに～

9 田川 鶴岡市 社会
特定非営利活動法人
サルバトーレ櫛引

サルバ・キッズサッカーリーグ

10 田川 鶴岡市 社会
特定非営利活動法人
しぇば

子どものための電話相談「チャイルドライン庄内」開設準備

11 田川 鶴岡市 社会 チューリップサークル
学校や地域において生け花などの伝統・文化に親しみ、美を楽しむ心豊かなまちづくり
を目指す

12 田川 鶴岡市 社会 鶴岡自然調査会 南庄内を中心とした動植物相の分布分類調査参加要請事業

13 田川 鶴岡市 社会 鶴岡舟番所 内川 子ども灯ろう流し お居なりきつね流し踊り

14 田川 鶴岡市 社会
山形大学農学部
植物遺伝・育種学分野 笹沼研究室

トビシマカンゾウとニッコウキスゲのDNA解析～科学的知見の付加による貴重な地域観
光資源の価値の向上～

15 田川 鶴岡市 社会 要約筆記おひさま
要約筆記講座
～タブレットを使ったノートテイクをしてみませんか～

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

17 飽海 酒田市 文化 亀八起の会 獅子舞及び子供御輿で使用する太鼓の購入

18 飽海 酒田市 社会
一般社団法人
元気インターナショナル

English Camp　ワクワクわかば

19 飽海 酒田市 社会
酒田市防災ネットワーク
(酒田市ボランティア・公益活動団体)

自助、公助の原則の下会員の技術研さんを支援する。各コミュニティ振興会・各自治
会・各協賛会社の防災担当の皆様と連携して防災活動を支援・地域防災やコミュニティ
作り・家庭の防災力向上に貢献する。

20 飽海 酒田市 社会 サカタツクリビト
ものづくりの面白さを子供たちに伝えたい！職人集団が挑む「ものづくり技術伝承プロ
ジェクト」

21 飽海 酒田市 学校
山形県立
産業技術短期大学校庄内校

高校生を対象にした産業技術セミナーの開催事業

22 飽海 酒田市 社会 庄内海岸いきもの調査グループ
地域に根差した茅葺き文化の継承をめざして
～いのちと資源の循環について考えよう～

23 飽海 酒田市 社会 庄内こころ塾
こころのセルフケアーセミナーで、新型コロナウイルスによる社会変化を乗り越えられる
柔軟な心で回復力を高め、人生100年時代を楽しもう。

24 飽海 酒田市 文化 公益財団法人　庄内能楽館 能楽の世界を体験し子供の情緒を感じ育てる「庄内能楽館　夏休み親子仕舞教室」

25 飽海 酒田市 社会 日本将棋連盟 庄内支部 将棋による子供育成事業

26 飽海 酒田市 社会 みんなの居場所 古民家玉手箱 ひょうたんクラフト「ともしびプロジェクト」

27 飽海 酒田市 社会 NPOやまごや 放課後デイサービスでバルシューレ！！～楽しみながら、頭と体を動かそう～

28 飽海 遊佐町 社会 鳥海ウオーキングクラブ
遊佐町の歩く健康づくり文化、子どもと歩こう宣言の再生事業　三ヵ年計画2年目　―町
民ウォークの活性化事業の推進―

事業名No, 地区 市町村 テーマ 申請者名
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2021年度荘内銀行ふるさと創造基金助成先について

事業名No, 地区 市町村 テーマ 申請者名

29 最上 新庄市 社会
NPO法人
芸術文化振興市民ネット新庄

キッズドリームワークinプラザ

30 最上 新庄市 社会
公益社団法人
新庄青年会議所

僕の夢・私の夢プロジェクト　～挑戦～

31 最上 新庄市 文化 鳥越神楽悪魔拂い保存会 伝えよう、広めよう、地域のひとびとに、伝統芸能後継者育成事業(パートⅢ)

32 最上 新庄市 学校
新庄市立
萩野学園

生活・総合ふるさと学習「萩野探究タイム ～新庄・萩野の未来づくりプロジェクト～」

33 村山 山形市 文化 霞城の森合唱団
霞城の森合唱団　20周年記念演奏会～世代を超えて紡ぐハーモニーで、ふるさと山形
に元気を！～

34 村山 山形市 社会 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
－地球温暖化と自然災害－

35 村山 山形市 学校
山形市立
楯山小学校

ふるさとに響け！楯山太鼓 ～20年の節目にバージョンアップ＆パワーアップ～

36 村山 山形市 社会
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2021

37 村山 山形市 学校
やまがたAI部
運営コンソーシアム

やまがたAI部

38 村山 山形市 学校
公立大学法人
山形県立保健医療大学

「発達障がいがある幼児・児童・生徒の理解と支援」研修会　～庄内エリアwithコロナ禍
でのハイブリット研修の試み～

39 村山 山形市 文化
認定NPO法人
山形国際ドキュメンタリー映画祭

映画文化を次世代へ
～高校生が主役の映像文化創造都市～

40 村山 天童市 学校
天童市立
天童中部小学校

天童温泉街・地域の方々元気応援プロジェクト～花笠踊りの交流を通して～

41 村山 村山市 学校
山形県立
村山産業高等学校　みどり活用グループ

地域を巻き込み、森林・森の恵みを活用したSDGs学習の展開する！

42 村山 東根市 社会 大けやき未来共同事業体 ひがしねを歩き探り識るふるさとかるた製作事業

43 村山 寒河江市 学校
寒河江市立
寒河江中部小学校

学校の伝統と文化を地域に開く
～地域の拠点となる学校づくり～

44 村山 大石田町 学校
大石田町立
大石田南小学校

地域に伝わる文化「大黒舞」を受け継ごう

45 置賜 米沢市 文化 敬師の里未来づくり委員会 上杉歴史街道整備事業

46 置賜 米沢市 文化
特定非営利活動法人
雲井龍雄顕彰会

雲井龍雄の顕彰事業による「地元米沢の歴史・文化・芸術の振興と地域づくりの推進」

47 置賜 米沢市 学校
特定非営利活動法人
つくしんぼクラブ

ボルダリングで心身の成長を図る事業

48 置賜 米沢市 社会
地縁団体
万世教育振興会

「万世不思議ウォーキング」万世の自然や史跡に触れるテーマ別歩こう会

49 置賜 長井市 文化 平野文化財研究会 平野文化財の継承・啓蒙活動

50 置賜 小国町 社会
特定非営利活動法人
飯豊朝日を愛する会

登山者が自ら考える登山活動と環境保全
～飯豊連峰における幕営とし尿処理～

51 置賜 小国町 学校
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　―「全国規模での高校生交流活動・地域課題解
決型学習」を通した地域に貢献する人材の育成―

52 置賜 小国町 社会 黒沢峠敷石道保存会 黒沢峠敷石道の活用に向けた環境整備と担い手づくり
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