
 
 
 

 

  
２０２１年９月１０日 

株式会社 愛知銀行 

 

公益財団法人愛銀教育文化財団の助成金等交付対象先の決定について 

 

公益財団法人愛銀教育文化財団（理事長 小出眞市 愛知銀行名誉会長）の令和３年度（第

３２回）の助成金等対象者が下記のとおり決定しましたのでお知らせします。  

 

記  

 

１．助成及び援助の対象 

（１）一般助成 

  愛知県内を基盤に、教育・文化活動の維持発展に努力し、地道に継続的、独創的な

活動を行っている個人または団体。 

（２）高校生の文化および体育活動への援助 

愛知県内の高等学校で愛知県高等学校文化連盟（高文連）並びに愛知県高等学校体

育連盟（高体連）の会長推薦を受けている活動。 

 

２．一般助成先および高校生への助成(援助)先と総額 

２５先 総額９４０万円 

(１)一般助成 

 

 

 

 

 

 

 

 

応募受理件数 １０２件 

助成金交付先数 １８先（個人８名・団体１０団体） 

助成金額合計 ６４０万円 
個人合計 ２４０万円（各個人３０万円） 

団体合計 ４００万円（各団体４０万円） 



 

 

 

（２）高校生に対する援助 

※助成金等交付先については、別添の｢令和３年度(第３２回)助成金等交付先｣を参照し

てください。 

（３）財団発足後の助成金等累計額と先数 

    ２億９．２１０万円（７７４先）                                          

平成 ２年度(第１回)   ４４０万円 

平成 ３年度(第２回)   ７９０万円 

平成  ４年度(第３回)   ７９０万円 

平成  ５年度(第４回)   ８００万円 

平成  ６年度(第５回)   ７９０万円 

平成  ７年度(第６回)   ９４０万円 

平成  ８年度(第７回)   ９１０万円 

平成  ９年度(第８回)   ９１０万円 

平成１０年度(第９回)   ９４０万円 

平成１１年度(第１０回)  ９４０万円 

平成１２年度(第１１回)  ９４０万円 

平成１３年度(第１２回)  ９４０万円 

平成１４年度(第１３回)  ９４０万円 

平成１５年度(第１４回)  ９４０万円 

平成１６年度(第１５回)  ９４０万円 

平成１７年度(第１６回)  ９４０万円 

平成１８年度(第１７回)   ９４０万円 

平成１９年度(第１８回) １,０８０万円 

平成２０年度(第１９回) １,０８０万円 

平成２１年度(第２０回)   ９４０万円 

平成２２年度(第２１回)   ９４０万円 

平成２３年度(第２２回)   ９４０万円 

平成２４年度(第２３回)   ９４０万円 

平成２５年度(第２４回)   ９４０万円 

平成２６年度(第２５回)   ９４０万円 

平成２７年度(第２６回)   ９４０万円 

平成２８年度(第２７回)   ９４０万円 

平成２９年度(第２８回)   ９４０万円 

平成３０年度(第２９回)   ９４０万円 

令和 元年度(第３０回)   ９４０万円 

令和 ２年度(第３１回)   ９４０万円 

令和 ３年度(第３２回)   ９４０万円 

 

３．助成金等贈呈式 

  日 時  令和３年１０月７日（木） 午前１０時より 

  会 場  本店８階ホール (中止の場合あり) 

以 上 

 

 

 

連盟応募受理件数 ４６先 

援助金交付先数 ７先（連盟２先・高校５先） 

援助金額合計 ３００万円 

文化連盟２先 

（文化連盟推薦） 
９０万円（６０万円・３０万円） 

高校２校 

（文化連盟推薦） 
６０万円（各３０万円） 

高校３校 

（体育連盟推薦） 
１５０万円（各５０万円） 



 

 

 

＜参考＞ 

「公益財団法人 愛銀教育文化財団」の概要 

所 在 地  名古屋市中区栄三丁目14番12号(愛知銀行本店内） 

理 事 長  小出 眞市 （愛知銀行 名誉会長） 

設 立 日  平成２年４月１日（平成２４年４月１日付で公益財団法人に移行） 

目  的 
愛知県内の各地域における教育・文化活動に対して援助を行い､教育・文化

の振興に寄与することを目的とする。 

基本財産 
８億６,８４７万３５９円（令和３年３月末現在） 

拠出者：愛知銀行及び関連会社 

事業内容 

１．地域における教育・文化活動に携わる個人および団体への助成 

２．高校生の文化および体育活動への援助 

３．その他、この財団の目的を達成するために必要な事業 

＜過去３２年間の助成・援助金の実績＞ 

一般助成  587件 1億9,760万円 

総計 774件 2億9,210万円 

高校生援助 187件   9,450万円 

以 上 



１.　一般助成（１８件） 公益財団法人 愛銀教育文化財団

（１）個人（８件） （ 敬 称 略 ）

Ｎｏ ｼﾞｬﾝﾙ 氏　名 住　所 活 動 名 称・内 容 等

1 音楽 北條　知子 北名古屋市法成寺八竜
音楽・美術のジャンルを越えた、音を用いた芸術作品の
制作・発表

2 音楽 水野　沙織 名古屋市南区呼続 クラリネットの演奏活動及び後進指導

3 演劇 廣瀬　菜都美 名古屋市瑞穂区平郷町 演劇をとおして芸術を伝える

4 演劇 深澤　伸友 名古屋市千種区城木町
名古屋では上映されない中南米の演劇や英国のハロルド
ピンターの戯曲の翻訳・演出

5 美術 イミック　新子 名古屋市昭和区滝川町
ドイツ・日本の子供・難民との美術を通じての交流／絵画
作品発表

6 美術 尾崎　靖之 名古屋市熱田区神宮
熱田区に借りている空き家を整備して現代アートの展覧会を
作る

7 美術 森田　朋 名古屋市千種区東山元町 銅版画制作、発表、ワークショップ、講師

8
郷土史
研究 柴田　信夫 豊田市則定町上栃ノ実 故郷の民俗史、古文書研究

（２）団体（１０団体）

Ｎｏ ｼﾞｬﾝﾙ 団　体　名 住　所 活 動 名 称・内 容 等

1 教育
英語珠算研究会
会長　黒川　譲二

名古屋市西区枇杷島 英語珠算に関する研究及び練習会等

2 教育
東谷山湿地群保全の会
会長　飯尾　俊介

海部郡大治町砂子大宮崎
尾張地方に残る貴重な東海丘陵型湧水湿地の保護活動と地域
学校等への自然保護についての出前授業等の情宣活動

3 音楽
Ｋｌäｎｇｅ
代表　木村　洋子

犬山市羽黒新田八幡前 活躍中の声楽家たちが贈る女性だけのアンサンブルグループ

4 音楽
コラボックル
代表　佐久間　真理

西尾市熊味町北十五夜
打楽器とピアノによるアンサンブル
独創的な演奏と参加型企画でのクラシック音楽普及と社会貢
献活動

5 音楽
半田少年少女合唱団
団長　間瀬　孝一

半田市一本木町 合唱活動（ミュージカルの演技やダンス、振付等含む）

6 演劇
ＳＴＲＩＮＧＳ
代表　光本　基江

名古屋市天白区原
演劇を通して文化活動を継続することに努め、研鑽を重ね
より多くの方に舞台芸術を楽しんでいただく活動を行う

7 演劇
プロジェクトＳＡＮＦＡ
代表　齋藤　敏明

名古屋市東区徳川
ＩＴなどの最新映像技術や分野や年齢･経験にとらわれない､
これからの新しい舞台の可能性を追求していく活動

8
伝統
芸能

名古屋朝顔会
会長　丹羽　保夫

名古屋市北区辻町 名古屋大輪朝顔展示会を中心に盆養切り込み仕様の啓蒙活動

9
郷土史
研究

牟山神社
氏子総代  花井　孝英

知多市新知東屋敷
地域の歴史･文化の継承に向けて、神社に残されている地域
に関連する古文書や古写真、昭和30年代の16ミリフィルム等
の整理・保存活動

10 その他
特定非営利活動法人
フードツーリズム研究所 名古屋事務所
理事兼名古屋事務所長　大島　徹也

名古屋市東区矢田
古きを訪ね、新しきを知るをテーマに歴史文化の残る街道
観光の促進、都市と農村の交流を通して、地域の魅力的な
食文化の普及と新しい創造

２．高校生の文化及び体育活動への援助（７件）

Ｎｏ 連盟 団　体　名 住　所 活 動 名 称・内 容 等

1 文化
愛知県高等学校文化連盟 歌舞伎鑑賞会
　
会長　嶋田　麻知代

名古屋市中区三の丸３－２－１
愛知県東大手庁舎内

高校生の歌舞伎鑑賞会にて、今年度は令和3年10月23日（土）に開催予定。
平成2年より始めた事業で、鑑賞会の料金の一部は生徒負担となる。御園座
において歌舞伎を鑑賞し、その際、歌舞伎入門教室を同時に開催し、専門家
により歌舞伎をわかりやすく解説し、歌舞伎の基本を学び、歌舞伎への理解
を深めるもの。

2 文化
愛知県高等学校文化連盟 狂言鑑賞教室
　
会長　嶋田　麻知代

名古屋市中区三の丸３－２－１
愛知県東大手庁舎内

高校生の狂言鑑賞教室にて、今年度は令和4年1月8日（土）開催予定
平成24年度より始めた事業で、名古屋能楽堂を借り、狂言2番を鑑賞する。
その際、狂言鑑賞教室も同時に開催し、専門家により高校生に狂言をわかり
やすく解説するもの

3 文化
名古屋市立向陽高等学校ｼﾞｬｽﾞｵｰｹｽﾄﾗ部
　
校長　加藤　裕司

名古屋市昭和区広池町４７

ビッグバンドの形式でジャズを演奏。平日授業後に個人や全体合奏での練習
をし、土曜日などは半日を使ってジャズについての勉強会や合奏を行う。ま
た演奏会への参加も積極的に行っている。昨年度は8月の神戸の大会をはじ
め様々な演奏会が中止となったが、部員達は個人として、またバンドとして
部活、クラス、学校、地域に対してできることを思い、考え行動した。

4 文化
愛知県立岡崎東高等学校　ＪＲＣ部
　
校長　大野　正樹

岡崎市竜泉寺町字後山２７

ＪＲＣ部は｢今、必要とされているボランティア活動を考え、実践する｣とい
うテーマで多岐に渡るボランティア活動に取り組んできた。近年特に力を入
れているのが｢手話の啓発活動｣と｢学童保育等での行事企画・運営｣である。
　　2020年　ボランティア・スピリット・アワード　コミュニティ賞受賞
　　　　　　高校生ボランティア・アワード2020　平原綾香賞受賞

5 体育
愛知県立三好高等学校　陸上競技部

校長　古井　成之
みよし市三好町東山１１０－１

「全員が自己ベストを出す」ことを目標に、初心者から全国大会出場者ま
で、幅広い選手層の中で切磋琢磨しながら練習に取り組んでいる。
　　平成28年から5年連続全国大会出場（4名が全国大会で入賞）
　　東海大会に関しては10年以上連続して出場している。

6 体育
愛知県立西尾高等学校　登山部

校長　鈴木　雅文
西尾市桜町奥新田２－２

男子14名、女子6名でインターハイ出場を目指して活動している。冬期を除
き登山部としての自主的な合宿と宿泊を伴う登山大会への参加が主な活動内
容である。
　　令和3年度　女子チーム　全国高等学校総合体育大会　登山競技出場
　　　　　　   男子チーム　東海高等学校総合体育大会　登山競技出場

7 体育
愛知県立旭野高等学校　陸上競技部

校長　磯部　明嗣
尾張旭市東印場町３－４－１

春の高校総体､秋の新人戦､県駅伝での上位進出を目標に短距離､跳躍､長距
離､投てきなどブロック毎に分かれ､切磋琢磨して練習に励んでいる。
    令和3年度　愛知県高等学校総合体育大会陸上競技名古屋北支部予選会
　　　　       学校対抗男子総合の部　　　　優 勝
　　　　　     学校対抗女子総合の部　　　　第3位
               学校対抗女子トラックの部　　優 勝

令和３年度（第３２回）助成金等交付先


