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　所定の「助成申込書」に必要事項を記入し、次の書類を添
えて事務局に提出してください。助成申込書はホームペー
ジからダウンロードできます。詳しくは下記の事務局にお尋
ねください。

（1） 申請事業内容の具体的説明
（2） 申請事業の収入支出予算の詳細
（3） 過去の活動及び自己ＰＲ
（4） 団体の会則・会員名簿等
（5） 渡航して行う国際交流に関する書類
（6） 実行委員会等に関する書類
（7） その他の添付書類

Ⅰ 文化振興基金
•民間文化活動
•文化財の保存活動
•地域間・国際文化交流活動

Ⅱ 国際交流基金
•草の根国際交流活動
•外国人留学生への支援活動
•国際交流を担う人材育成活動
•渡航して行う国際交流活動

Ⅲ 地域間交流基金
•地域づくり活動
•人材育成事業、人材交流事業
•自然環境の保全、水質浄化、景観の形成他
　アメニティ向上活動

　2023年4月以降に実施予定の事業に対する助成申込受
付期間は、事業の実施予定期日ごとに、次のとおりとなって
います。

申込みの方法

受付期間

助成の対象

助成事業内容

（1） 熊本県内の民間団体により行われるもの
（2） 熊本県内の個人が行うものについては、全国的な意義

と波及効果のある活動
（3） 熊本県内で行われるもの

※営利を主な目的とする活動、政治活動、宗教活動に対す
る助成は行いません。
※同一団体等への継続助成は原則として行いません。

三井住友信託銀行 熊本支店
〒860-0808 熊本市中央区手取本町2番5号
TEL 直通／ 096（322）3121　 代表／ 096（355）3211

事務局
助成対象事業費及び助成額

（1） 助成対象事業費
会場費、委託費、印刷費、広告費など（謝礼・出演料、旅費・
交通費、宿泊費、飲食費、備品購入費などは原則対象外）
※助成事業の実施に要する経費の総額（予備費を除く。）
から補助金、入場料などの特定の収入を控除した額が、
上記の額と比較して小さい場合はその額となります。
※助成対象事業費が100万円未満の事業は、助成対象
とはなりません。

（2） 助成額
上記助成対象事業費の1/2以内（ただし、1件当たり
上限200万円）

受付期間 事業の実施予定期日 決定予定

2022年12月
～2023年1月

2023年6月
～2023年7月

2023年4月
～2024年3月

2023年10月
～2024年9月

2023年
3月末

2023年
9月末

三井住友信託銀行株式会社熊本県〈委託者〉 〈受託者〉

2022年3月と9月に助成決定した事業

公益信託くまもと21ファンド 助成事業一覧 助成制度の概要

民　　間
文化活動

■文化振興基金
項　目 助　成　先 事　業　名 事業費 決定額

（単位：万円）

■地域間交流基金 （単位：万円）

地域づくり
活　　動

https://kumamoto-21fund.com

熊本県美術家連盟50周年記念事業

“地産地奏”「管弦楽とマンドリンオーケストラの
ための『ミューズの森』」

熊本マンドリン協会第54回定期演奏会

繋ぐ!感謝をこめて故郷の民謡

熊本の漱石文化発信事業
「アイラブ漱石先生からのメッセージ」

華麗なるステージマーチング＆
スーパートップコンサートインくまもと

ステージマーチング＆
スーパートップコンサート

実行委員会

ＮＰＯ法人
くまもと漱石文化振興会

繋ぐ!感謝をこめて
故郷の民謡実行委員会

熊本県美術家連盟

熊本マンドリン協会 61

200

187

88

200

219

481

625

210

822

項　目 助　成　先 事　業　名 事業費 決定額

第18回　熊本城坪井川園遊会
～観桜の宴・大園遊会・秋の宴・新春の宴～

第28回熊本地名シンポジウム

Ｍｒｓ of ｔｈｅ Ｙｅａｒ２０２２　熊本大会

第17回　熊本暮らし人まつり　みずあかり

第1回来民門前市

落語ワークショップ・やまがのイイモノ探しやまが温泉落語実行委員会

第1回来民門前市実行委員会

みずあかり運営委員会

Ｍｒｓ of ｔｈｅ Ｙｅａｒ２０２２
熊本大会事務局

熊本城坪井川園遊会
実行委員会

熊本地名研究会 57

188

98

200

150

161

148

606

483

827

334

388

2022

くまもと21ファンドは、県民の皆様による文化の振興、国際交流、地域間交流活動に助成する
ことで、活力・個性・潤いに満ちた熊本県を創造するため、1989年に熊本県が基金を拠出し
て設立されたもので、三井住友信託銀行が受託・運営を行っています。これまで、687の事業
に約9億8千万円の助成を行っています。

212121ファンドファンドファンド
くまもとくまもとくまもと21ファンドくまもと 夢応援

団



民間文化活動／文化財の保存活動／地域間・国際
文化交流活動を助成します。

公益信託「くまもと21ファンド」は、熊本の未来を拓く創造的な地域活動を応援します。
文化の振興／文化振興基金
PROMOTION OF A CULTURE

地域づくり活動／人材育成事業・人材交流
事業／自然環境の保全・水質浄化・景観の
形成の他アメニティ向上活動を助成します。

地域間交流／
地域間交流基金
EXCHANGE BETWEEN REGIONS

草の根国際交流活動／外国人留学生への支
援活動／国際交流を担う人材育成活動／渡
航して行う国際交流活動を助成します。

国際交流／
国際交流基金
INTERNATIONAL EXCHANGE

1 第５５回記念　熊本県水彩画会展、
県水小品展「復活熊本」
熊本県水彩画会
【期日】2021年6月22日(火)～27日(日)、
 11月9日(火）～14日(日）
【場所】熊本県立美術館分館

2 種田山頭火記念事業　特別講演と創作劇
「きょうも隣に山頭火」
種田山頭火記念事業実行委員会
【期日】2021年10月２日(土)
【場所】熊本市民会館シアーズホーム夢ホール

5 レビューチーム風第28回公演
～レビューチーム風設立２０周年記念公演～
レビューチーム風
【期日】2022年4月29日(金／祝)
【場所】くまもと森都心プラザホール

3 水前寺成趣園３５０年記念事業
水前寺成趣園350年記念実行委員会
【期日】2021年11月20日（土)、27日(土)、28日(日)
【場所】水前寺成趣園、熊本城ホールメインホール

１ 第１０回記念錦町音楽祭～感謝の響き～／錦町「音楽の
郷づくり」実行委員会　2014年

２ １０周年記念南阿蘇えほんのくに誕生祭「笑顔をとどけ
るブルービーフェスタ」／南阿蘇えほんのくに運営委員
会　2015年

３ 九州かーちゃんサミットｉｎ山都町 ４ｔｈ ｓｔａｇｅ －女性の力
で山都町を元気に－　2017年

１ 熊本県中学・高校選抜吹奏楽団シンガポール派遣演奏
旅行／熊本県吹奏楽連盟　2015年

２ 南阿蘇村「長野岩戸神楽」を中心とした南阿蘇と台湾高
雄市との文化交流事業／南阿蘇村神楽交流事業実行委
員会　2015年

３ ハワイ日系移民１５０周年記念ハワイ演武会／葦北鉄砲
隊　2018年

4 玉名市民合唱団70周年記念演奏会
玉名市民合唱団
【期日】2021年12月5日(日)
【場所】玉名市民会館

6 創元会第81回創元展
創元会熊本県支部
【期日】2022年7月5日（火）～10日（日）
【場所】熊本県立美術館分館
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