
 

 

 

 

  

２０２２年 ９月１６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４年度（第

３３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 ９２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４年度(第３３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 

    ３億１５０万円（７９９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 

令和 ４年度(第３３回)   ９４０万円 
 

３．助成金等贈呈式 

  日 時  令和４年１０月１７日（月） 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 ３７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 
８億６,８７９万４，２７２円（令和４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３３年間の助成・援助金の実績＞ 

一般助成  605件 2億400万円 

総計  799件 3億150万円 

高校生援助 194件  9,750万円 

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 教育 菅谷　瑞恵 名古屋市緑区森の里
舞台俳優
インターネット配信による戦争体験の手記の朗読

2 音楽 福田　律子 名古屋市西区浅間 城西文化センターピアノ教室

3 演劇 芝居屋杜川リンタロウ 名古屋市守山区町南 地域での音楽劇・ミュージカルの上演活動

4 美術 内ヶ島　幹子 名古屋市北区城見通
アートと人と交流と
作品の制作と展示、アートを通してこどもや障がい者とのふれあい、
地元作家のサポート

5 美術 岡田　和奈佳 名古屋市千種区今池 デザイン・印刷を通した表現を拡張するための作品制作実験

6 美術 寺尾　晴美 春日井市小野町
動物や植物を楽しく描く
絵画造形、ミニ絵本の制作　絵画教室

7 工芸 大坪　與七郎 名古屋市中区千代田
染色(暖簾・のぼり)を通して日本や海外に｢日本の伝統｣を
伝える

8
郷土史
研究 早川　勝大 常滑市大野町 知多地域の山車囃子の継承支援に関する研究

（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
特定非営利活動法人
菰野ピアノ歴史館
代表理事　岩田　光義

三重県三重郡菰野町菰野
古典ロマン派から現代ピアノ展示
｢観る、弾く、聞く｣ことの出来るピアノ館

2 音楽
名古屋ビクトリア合唱団
代表　福岡　縁

名古屋市西区栄生 合唱団の演奏会活動

3 音楽
半田市民管弦楽団
団長　石川　孝久

半田市御幸町
音楽のすそ野を広げる目的で楽しい演奏会ファミリー
コンサートを開催

4 音楽
プランタン管弦楽団
団長　黒川　智司

刈谷市新富町 愛知県(主に名古屋市)で活動する社会人アマチュアオーケストラ

5 演劇
瀬戸ピース合唱団
団長　岡田　正大

瀬戸市北みずの坂
市民による舞台芸術活動
舞台を構成する合唱、演劇、ダンスの３つの要素のすべてを高い
レベルで統合し、作品に昇華させるべく挑戦を続けている

6
伝統
芸能

検藤流棒の手保存会
保存会長　松原　徳明

尾張旭市北山町
柴田勝家の家臣　毛受周平が稲葉村に伝えた棒の手演技の
維持及び後継者の育成

7 美術
彫刻村
村長　石川　裕

丹羽郡扶桑町高雄
木彫の一般公開制作、造形教室、小作品展、野外彫刻展、
美術館での木彫展示発表

8 美術
Barrack
代表　近藤　佳那子

瀬戸市末広町
現代美術展を準備・実施・運営する
アートと街づくりについて考え、市民と共に、現代美術へのより深い
理解と市の新たな魅力の一端を担う

9 文芸
詩人　茨木のり子の会
会長　大木　昌子

西尾市一色町一色
地元西尾市をふるさとに持つ詩人茨木のり子の作品と心に
ついて学び合い、受け継ぐ

10 その他
苔むす会
代表　野田　二三子

春日井市松河戸町 コケに関する調査研究、環境学習、普及啓発

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4年10月22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12月17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
名古屋市立北高等学校　美術部
　
校長　佐々木　裕隆

名古屋市北区如来町５０

年度当初に名画の模写で描き方の技術を学び、年間を通して5分間クロッキーを行う
ことで基礎力の向上を図っている。その後、それぞれの題材を決めて油絵･切り絵･
版画･立体造形･現代アートなどの作品制作をする。
　令和3年度　愛知県高等学校体育連盟体力章メダルデザイン　優秀賞
　令和3年度　はがき1枚からの男女共同参画　　　　　　　　 優秀作品

4 文化
愛知県立江南高等学校　吹奏楽部
　
校長　福島　宏

江南市北野町川石２５－２

校内では平日の業後と休日に顧問と部活動指導員の指導のもと、音楽室や特別教
室、屋外等で練習を行っている。コンクールは、吹奏楽とマーチングで出場。地域
の活動として、こうなん藤まつり、江南市民サマーフェスタ等に参加している。
　令和3年度　東海吹奏楽コンクール　　　　金賞
  令和3年度　愛知県マーチングコンテスト　金賞

5 体育
愛知県立愛西工科高等学校 陸上競技部

校長　丹後　茂
愛西市渕高町蔭島１番地

練習は１週間に５日程度、平日は２時間程度、休日３時間程度で基本的な練習から
専門的な技術練習を取り入れて活動している。
  令和３年度　高校総体
　　　　　　　　　男子ハンマー投げ・5000㍍Ｗ　東海総体出場
　　　　　　　　　男子ハンマー投げ　　　　　　全国総体出場

6 体育
愛知県立大府高等学校　硬式野球部

校長　馬場　茂
大府市月見町６－１８０

強豪私学を倒して甲子園に出場することを目標にして63人の部員が意欲的に活動し
ている。部活動ガイドラインに沿って活動しながら不足する分は各自の自主練習で
補っている。
  令和2年度　夏季愛知県高等学校野球選手権大会　　　ベスト８
  令和3年度　全国高等学校野球選手権大会　愛知大会　ベスト４

7 体育
愛知県立新城有教館高等学校　卓球部

校長　牧野　美和
新城市字桜淵中野合併地

男子24名、女子21名の計45名と人数が多い中、生徒たち一人ひとり高い目標をもっ
て練習に励んでいる。練習時間は平日16～19時、土日3～6時間程度
  令和3年度 第63回中日楯争奪全三河卓球大会　一般女子団体の部　優勝
  令和4年度 愛知県高等学校総合体育大会  女子学校対抗　ベスト８
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