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 公益信託荘内銀行ふるさと創造基金  

 2022年度 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：松田 正彦）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 2022年度運営委員会を開催し、2団体に対する「地域貢献大賞※2」の贈

呈、並びに 42団体（申請件数 71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活用させていただいております。 

当行は、引き続き地域課題の解決に向けた取り組みを通じて、地域社会の持続的な発展を目指してま

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。申請総数 2,163 件に対し、延べ 928件に助成(2022 年度含む)。 

※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年に開始。 

 

記 

 

(1) 2022年度荘内銀行ふるさと創造基金地域貢献大賞 顕彰先 

①念珠関辨天太鼓創成会（社会教育活動、鶴岡市） 

②やまがたメイカーズネットワーク（社会教育活動、天童市） 

 

(2) 2022年度助成件数 

助成件数：42件（申請件数：71件） 

以 上 

 

 

 

  

本件に関するお問い合わせ先 広報 CSR室 難波・早坂 TEL.023-626-9006 
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＜別紙＞2022 年度 荘内銀行ふるさと創造基金地域貢献大賞について 

■ 荘内銀行ふるさと創造基金地域貢献大賞の概要 

 これまでの助成団体の中から、豊かな地域社会の創造に向けた独自の活動を展開し、活動の継

続性と発展性の面で顕著な取り組みがあった団体を顕彰しています。2012 年に開始し、今回を

含め 28 団体に贈呈しました。 

 

 

■ 2022 年度受賞団体のご紹介 

念珠関辨天太鼓創成会 様 

鼠ヶ関(鶴岡市)に新しい文化を創造すること、その文化を受け継ぐ人材の育成を目的に、創作和太

鼓の演奏活動を行っています。地域の介護施設や福祉施設に出向き、ボランティアで演奏を披露する

など地域への貢献度も高く、1991 年の発足以降 30 年以上にわたり活動を続けたことで、さまざまな

文化イベントに招聘されるなど鼠ヶ関の文化活動として根付いています。 

地元小学生を中心とした子供太鼓では、活動を通じ礼儀やチームで助け合うことの大切さなどを学

びながら、豊かな人間性と社会性が成長していくことを重視。かつて活動したメンバーが指導者とし

て再加入するなど後継者の育成も順調であり、継続的な活動として発展し続けています。 

子どもたちの健全育成や郷土愛の醸成に寄与するだけでなく、地域の活性化、賑わい創出にもつな

がる取り組みです。 

 

やまがたメイカーズネットワーク 様 

ものづくりの次代を担う人材を育成するための教育活動を展開・支援する組織として 2014 年に設

立。県内教育機関に県産の部品を活用し製作した 3D プリンターを寄贈するプロジェクトを展開し、

これまでに学校など 86 教育施設に 107 台寄贈を行いました。 

贈呈数が 100 台に達したことを機に、活動の重点を活用面に移し、活用事例集の作成や活用アイデ

アコンテストの実施などに発展。寄贈校では 3D プリンターを活用した独自の取り組みや学校同士の

連携が生まれており、それらに対する支援も積極的に行っています。 

また、技術を生かしたロボット教室やプログラミング教室を実施しているほか、地域の子どもたち

を巻き込みながら電動義手やフェイスシールドの製作にあたるなど社会貢献的な活動にも注力。 

地域への波及効果が高く、未来を担う優れた人材の育成に大きく貢献しています。 

 

以上 
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＜別紙＞公益信託荘内銀行ふるさと創造基金　2022年度助成先について

1 鶴岡市 鶴岡書道会 保育園・幼稚園書道練習会

2 鶴岡市 とまり木つくる会 こどもの発達障害を考える場所として、親と地域を結ぶ場所を目指して

3 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　－　ホームページの開設

4 鶴岡市 櫛引歴史バトンプロジェクト実行委員会 くしびき歴史バトンプロジェクトⅡ

5 鶴岡市 庄内文化センター 文化の継承と学び　＜庄内の伝統文化を知る＞

6 鶴岡市 鶴岡スペースステーション 庄内から宇宙を発信し、宇宙を身近に感じてもらうための活動

7 鶴岡市 特定非営利活動法人　公益のふるさと創り鶴岡 ケヤキの森 子ども向け炭焼き体験事業

8 鶴岡市 念珠関辨天太鼓創成会 太鼓の演奏活動を通して、青少年の育成と地域の活性化を図る

9 鶴岡市 松ヶ岡収穫祭マルシェ実行委員会 松ヶ岡マルシェ子供ワークショップ

10 鶴岡市 湯田川温泉観光協会
湯田川の未来を語り合う会
（住民会×観光協会×大学の三者協働による湯田川地域資源活用事業）

11 鶴岡市 特定非営利活動法人やまごや
「発達障がいがある幼児・児童・生徒の理解と支援」研修会（実践編）
〜オンラインによる個別ケースの理解と支援について〜

12 鶴岡市 庄内の在来野菜を腰を据えて取組む会 庄内の食文化と在来野菜を守り地域に広める取り組み

13 鶴岡市 庄内自然博物園構想推進協議会 市民参画による高館山の環境保全の可能性と環境教育の実践

14 鶴岡市 toall 障がい者の余暇活動の充実を起点とした多様性の学び舎事業

15 鶴岡市 金峯山を愛する会 金峯山活性化事業

16 酒田市 みんなの居場所　古民家玉手箱 ２０２２年度　ひょうたんクラフトふるさと自慢プロジェクト

17 酒田市 絆盆栽を愛する会 『絆盆栽』で介護予防講座・チャリティー展示会の参加者を笑顔に！

18 酒田市 NPO法人ひらた里山の会 ひらた里山の会「木工・竹細工教室」

19 酒田市 公益財団法人　庄内能楽館 一流の伝統芸能を体験し理解を深める「能楽ワークショップ」

20 酒田市 一般社団法人酒田青年会議所
庄内出身県外進学大学生の地元定着を目的とした
課題解決実践型インターン事業

21 酒田市 サカタツクリビト
手仕事の素晴らしさを伝えたい！
職人集団が挑む「ものづくり技術伝承プロジェクト」

22 遊佐町 遊佐町立遊佐中学校 ふるさと探訪　「地域を知る」～ジオパークを調べよう～

23 遊佐町 聴こえのサポーター学習会 聴こえにくい人へ 字で情報を伝えるサポーター増員と機材整備

No, 市町村 申請者名 事業名
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24 新庄市 最上マイプロジェクト推進運営委員会 ＃学びの土壌づくりvol.3　～学びと実践でつくるラーニングコミュニティ～

25 新庄市 kitokitoこども大学 生き延びるための食デザイン演習―ぼくと自然と納豆汁―

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

生きづらさを抱えた人の支援事業

27 山形市 山形考古学会 「遺跡からみた山形の歴史シンポジウム」山形考古学会創立50周年記念大会

28 山形市 公益財団法人　山形県学校給食会 県内産品を通じた食育支援事業

29 山形市 やまがたAI部　運営コンソーシアム センシング＋AＩ体験～ゆでたまごでＬｅｔ’ｓＡＩ！～

30 山形市 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 ２０２２

31 寒河江市 特定非営利活動法人　グラウンドワーク寒河江 寒河江慈恩寺ホタルの里プロジェクト

32 寒河江市 多世代交流　ずっとえがお 高齢者から子どもへの知恵の伝承・生きがいづくり事業

33 中山町 中山町立豊田小学校 ふるさとの伝統文化「花笠踊り」を発信しよう

34 西川町 西川山岳会 朝日連峰登山道整備事業

35 米沢市 米沢市立三沢東部小学校 探究する「ホタル学習」で三沢愛を育む

36 米沢市 米沢市立万世小学校 地域の伝統芸能「梓山獅子踊り」を万世の子どもたちに伝える継承活動

37 米沢市 米沢紅花文化伝承会 米沢の紅花文化を学び後世に伝える啓蒙活動

38 米沢市 特定非営利活動法人　米沢市芸術文化協会 こども・アート・プロジェクト　2022

39 長井市 山形県立長井高等学校 鷹桜同窓会 山形県立長井高等学校鷹桜同窓会　第７回ピアノコンサート

40 高畠町 防犯ボランティア「パトラン山形」 走って防犯、歩いて美化 「パトロールランニング」の普及活動

41 川西町 川西町立玉庭小学校 四方山太鼓

42 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
―「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

以上

No, 市町村 申請者名 事業名


