
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

  

 

 

 

 

 

Non-Profit-Organization 

P1.「地活っちゃんが行く！」 
みんなで出掛けたい！秋のお祭り＆イベント情報 

P2.新メンバー紹介、地域づくり応援助成事業（立上げ支援） 
採択団体、助成制度合同説明会告知 

P3.助成金・イベント情報 

P4.島根で頑張る人  
  陽気な狩人 今田 孝志さん 

今月の見どころ 

114 

2017.9.20 

っちゃん
がいく！ 

第 15回  

2017 

 9 月に入り、いよいよ秋到来！この時期は日中も過ごしやすく、県内各地で催し物が開催されています。 

今回はその中から、県内 4 法人が事務局を務める、お祭りやイベントをご紹介！どれも魅力的な催しばかりですので、

ぜひみなさんお出掛けください♪ 

 

 

 

さくらおろち湖祭り（雲南市） 

 

バラ色の人生ゲーム（出雲市） 

 

やきものまつり（大田市） 

 

尾原ダムさくらおろち湖祭り 2017 開催

決定！ステージでは、横田高校吹奏楽部によ 

る演奏、神楽や仁多乃炎太鼓、流域ゆるきゃらダンスス

テージ他、会場内ではミニサンライズ試乗やゴーカート

体験、働く車展示、めだかすくいやペットボトルロケッ

ト製作・打ち上げ体験など、楽しい催しが行われます。

ぜひご家族やお子様連れでお出かけください。 

[開催時間]10 時～15 時[場所]さくらおろち湖ボート競

技施設駐車場周辺[事務局]NPO 法人さくらおろち 

[問い合わせ先]0854-48-9050(担当：亀山) 

[HP] https://www.mizunoenishi.com/ 

 

        今年で 6 回目を迎える、平田本町商店街

を舞台としたリアル版人生ゲーム。参加 

者はルーレットに従ってマスに見立てた店舗を巡り、 

専用通貨をやりとりします。リピーターも多い人気の 

イベントで、昨年は 600 チーム以上（約 2,500 人）の 

参加があったとか！ご家族と、お友達と、ぜひ参加し 

てみては？（当日参加受付）[開催時間]10 時～16 時 

[集合場所]山陰合同銀行平田支店前駐車場[参加費]無 

料[事務局]NPO 法人出雲まちあそび研究所 

[問い合わせ先]090-2809-2291(担当：高橋) 

[HP] http://www.machiasobi.jp/ 
いっしょに体験☆外あそび（浜田市） 

 

         やきものファン必見！毎年恒例の温泉
津やきもの祭りが、今年も開催されます。 

当日は陶器の割引販売のほか、フリーマーケットや飲 
食ブースなど、内容盛りだくさん！また、15 日（日） 
には朝 9 時から窯出しが行われます。この機会にぜひ、 
やきものの良さに触れてみてください。 
[開催時間]9 時～15 時（両日）[場所] 温泉津やきもの 
の里周辺[事務局]NPO 法人石見ものづくり工房 
[問い合わせ先]0855-65-4139（やきもの館） 
[HP] http://yakimono.yunotsu.org/ 

県内のお祭り＆イベント情報は… 

NPO 法人祭プラスが運営する「まつりっぷ」（http://matsurip.org/）がおすすめ！島根県内のお祭り
やイベント情報だけでなく、全国のお祭りも検索できますので、ぜひチェックしてみてください☆ 

       「しまね子育ち子育て支援ネットワーク 
つながるネ!ット」が、親子で楽しめるイベントを開催し
ます。みんなで一緒に、外あそびを楽しみましょう♪ 
[開催時間]9 時半～11 時半（9 時 15 分受付） 
[場所]浜田市子育て支援センターすくすく 
[参加費]無料[対象者]0 歳～4 歳児とその家族、約 20 組 
[持ち物]着替え（汚れても良い服）、飲み物 
[その他]雨天の場合は屋内で実施 
[事務局]浜田市子育て支援センターすくすく、NPO 法人 
浜田おやこ劇場[問い合わせ先]0855-23-6396（担当： 
大草）[HP] http://blog.canpan.info/tunagaru-net/ 

～あそべばそだつ こころとからだ～ 

https://www.mizunoenishi.com/
http://matsurip.org/


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

       

 

 

 

団体名 事業名 助成額（千円） 

合同会社やもり（津和野町） 『島根わさび』利用実態調査事業 500 

万葉ロマンの里・二宮（江津市） 「石見の国・二宮」魅力倍増計画 481 

ごっつぉーの会（浜田市） サロンで繋がる地域の「和」事業 200 

Sunday Market CiBO（出雲市） ライフスタイル提案型ファーマーズマーケットプロ

ジェクト 

300 

特定非営利活動法人里山コミッション

(飯南町) 

田舎版総合みまもり支援サービス事業 280 

崎みかん再生 PJ 加工部（海士町） 海士町の先っちょで崎みかんものづくり＆ホッとひ

と息カフェ PJ 

500 

TAKARAMON（松江市） 「起業家×空き家」によるマチリノベーションプロ

ジェクト 

500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

財団からのお知らせ 

今月の和歌   ひとつずつ小さな苗に支柱する強風予報聞きし夕方 （兵庫県神戸市 足立有希さん） 
                                                     第 2回農業・農村はかっこいい！和歌募集 秀作作品 
 

 

新メンバーを 
ご紹介します！ 

①得技は？ 

一眼レフで、花や風景を撮るのが好きですが、料理写真が得意？です。 

②休日は何して過ごす？ 

元気な日は打ちっぱなし（ゴルフ）に、まったりしたい日は二胡を弾いてます。 

③みなさんへ一言コメント！ 

社会貢献チームに加わりました。NPOの勉強を頑張りたいと思ってます。よろしくお願いします！ 

吉留
よしどめ

 朋
と も

美
み

 スタッフ （主担当：社会貢献） 

8 月 10 日に地域づくり応援助成事業立上げ支援の審査会（非公開）が行われ、申請のあった 9 団体のうち、7

団体の採択が決定しました！！採択された団体は以下の通りです。  

9 月より、地域活動支援課に新たな仲間が加わりました♪  

みなさん、どうぞよろしくお願いします！！   

 

        

今年度第 2 回目の助成制度合同説明会が始まりました！松江・浜田会場は以下の通り開催します 

ので、制度のご活用を検討しておられる団体・個人の方はぜひご参加ください♪  

9/27（水）松江会場 
13:30～15:30 

島根県民会館 303 会議室 

 

10/6（金）浜田会場 
13:30～15:30 

いわみぷらっと会議室 

■内容 

・リレートーク（60～80 分程度） 

テーマ「徹底解説！助成制度の比較と審査のポイント」（仮題） 

・個別相談（30～40 分程度、1 人 10 分程度の相談を予定） 

■参加団体 

しまね文化振興財団、ふるさと島根定住財団、しまね女性センター、しまね自然と環境財団（個別相談のみ） 

 

 

 

参加無料 

定員 50 名 
お申込みは財団 HP または 

TEL：0852-28-0690 



■開催日時：平成 29年 10月 21日（土）14:00～16:00 

■会   場：島根県民会館 ３階大会議室 

■内   容：「命の重たさを見つめ続けた１６年」と題し、本郷由美子氏

を講師に招いて被害者遺族が望む被害者支援について

考えていきます。（事前申込が望ましい） 

●問合せ先：島根県被害者サポートセンター 

TEL：0852-32-5928（平日 9:00～17:00） 

FAX：0852-33-7928 

https://www.shimane-ikiiki.jp/events/3650 

■締 切 日：平成 29年 10月 14日（土） 当日消印有効 

■対象団体：国内で身近な緑を守り、育てる活動に取り組んでいる団

体と身近な緑を活用し、子どもたちに緑との触れ合いの

機会を創出する活動に取り組んでいる団体 

■助成金額：初年度 50万円（2年目 50万円、3年目 25万円を上

限とする） 

●問合せ先：（公財）都市緑化機構 みんなの森づくり事務局 

TEL 03-5216-7191 FAX 03-5216-7195 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/3662 

■開催日時：平成 29年 10月 3日（火）13:30～16:00 

■会   場：宗岡家(大田市大森町ハ 164番地） 

※当日は、銀山公園駐車場をご利用ください 

■参 加 料：無料 

■定   員：30名 

●主 催 者：しまね田舎ツーリズム推進協議会 

（島根県・公益財団法人ふるさと島根定住財団） 

TEL：0855-25-1600 FAX：0855-25-1630（担当：山崎） 

https://www.shimane-ikiiki.jp/events/3644 

■締 切 日：平成 29年 10月 31日(火) 当日消印有効 

■対象事業：（1）緑化植栽活動：「花いっぱい運動」など、地域住民が

自ら行う植栽活動（2）自然環境保全活動：緑豊かなふる

さとづくりを目的とした、自然環境の保護保全活動等 

■対象団体：営利を目的とした団体ではないこと（個人不可） 

■助成金額：有識者を中心とする審議委員により決定 

●問合せ先：（公財）コメリ緑育成財団 事務局  

 TEL：025-371-4455  FAX:025-371-4151  

 https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/3664 

■締 切 日：平成 29年 10月 15日（日） 当日消印有効 

■対象活動：地域の水環境や生物多様性の保全・再生につながる実 

践活動、スタートアップ・ステップアップをめざす市民団体 

の活動（同一プロジェクトでの応募は 3年まで）  

■助成金額：1件あたりの助成額 80万円を上限／年×3年 

        ※活動内容・予算内容を精査の上、助成金額を決定 

●問合せ先：TOTO（株）総務部総務第二グループ（担当：津田、原） 

TEL：093-951-2224  FAX：093-951-2718 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/3657  

■締 切 日：平成 29年 10月 20日（金） 17:00 まで 

■対象団体：５人以上で活動する営利を目的としない団体 

■対象事業：地域における高齢者・障害者・子ども等に関する複合的 

な生活課題に、地域住民が主体となって、包括的な支 

援を行なう活動  

■助成金額：1団体 30万円を上限とする（総額 600万円を予定） 

●問合せ先：（公財）損保ジャパン日本興亜福祉財団 事務局 

TEL：03-3349-9570  FAX：03-5322-5257 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/3654 

■締 切 日：平成 29年 10月 13日（金） 必着 

■対象団体：原則、満 45歳未満の研究者、学生、または満 45歳未

満の方を中心としたグループ、研究団体（理事長等が

45歳以上の場合も、中心メンバーが満 45歳未満であ

れば可） 

■顕 彰 金：最高 50万円、顕彰件数は 合計５組程度 

●問合せ先：（公社）程ヶ谷基金 事務局  

TEL：045-921-0050 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/3643 

■開催日時：平成 29年 9月 23 日(土) 13:30～16:00（13:00開場） 

■会   場：島根県立青少年の家（サン・レイク）第 5研修室 

（島根県出雲市小境町 1991-2） 

■内   容：助成金の概要・申請書の書き方説明、個別質問等 

■参 加 料：無料 

■定   員：90名 

●問合せ先：（独）国立青少年教育振興機構 国立三瓶青少年交流

の家 TEL：0854-86-0331、0311 FAX：0854-86-0458 

  https://www.shimane-ikiiki.jp/events/3639 

    

今月のキーワード 

「役員」  

助成金・イベント情報 

詳しい情報は「島根いきいき広場」で検索 https://www.shimane-ikiiki.jp 

公開講演会 被害者支援を考える 

2017年度  
花王・みんなの森づくり活動助成  

 

しまね田舎ツーリズム平成 29年度 
第 3回県内研修会 

第 28回 コメリ緑資金助成 

サイト「島根いきいき広場」には助成金・イベント情報が盛りだくさん！  

一部を抜粋してお届けします。QR コードはこちら ☞ 

NPO基盤強化資金助成 
「住民参加型福祉活動資金助成」 

2017年度「TOTO水環境基金」 
助成＜国内助成＞ 

平成 29年度男女共同参画・ 
少子化関連顕彰事業募集 

 

子どもゆめ基金募集説明会 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
『島根で頑張る人』は県内で活動する人にスポットを当て、考え方や経験から活動に迫るコーナーです。スタッフの「学び」も兼ねて取材させていただいています。 

[松江事務局] 

〒690-0003 松江市朝日町478-18 松江テルサ３階 

TEL (0852)28-0690  FAX (0852) 28-0692 

E-mail： shimane@teiju.or.jp 

 

森林教室の様子 

 

発行元：公益財団法人ふるさと島根定住財団 

県内 NPO 情報 H29.8.31 現在  

QR コードはこちら 

陽氣な狩人 

店主 今田
い ま だ

 孝
たか

志
し

さん 

1951 年、浜田市三隅町生まれ。「陽

氣な狩人」店主。お店では、手作りうど

んをはじめ猪肉料理やどぶろくなどが

楽しめる。弥栄町の綺麗な景色を眺

めながら食べることができる屋外スペ

ースも人気。音楽ライブやトークイベン

トが開催されることも。お店はいつも人

の集う場・繋がる場となっている。 

 

 

 田舎カフェ＆キッチン「陽氣な狩人」の

経営のほか、狩人やしまね田舎ツーリズ

ムの実践者など様々な顔をもち、地域

を自ら盛り上げるために多方面で活動

中。店舗に隣接する広大な敷地では、

田舎暮らしを体験できる施設をつくる大

きな計画が進行中！ 

●しまね田舎ツーリズム おいでよ！しまね 

http://www.oideyo-shimane.jp/ 

主な活動 

月 2,000人を集客する山奥のうど
んな店 

 浜田市街から中国山脈に車で分け入
ること約 30分、いくつものトンネルを
ぬけ、山の奥へと進むと、静かな山あい
に懐かしい田園風景が現れる。浜田市弥
栄（やさか）、人口 1,350人の町。信号
もコンビニもなく、地理的にも有利とは
いえないはずのこの町に、多くのお客さ
んが来店する「陽氣な狩人」がある。こ
の店の人気の理由として、皆、口を揃え
て店主である今田孝志さんの存在をあ
げる。店名のとおりいつも陽氣な笑顔を
振りまく人柄や、季節を感じられる料理
とこだわりの手打ちうどんの味で、お客
さんの心と胃袋をつかんでいる。ただ
し、今田さんの顔は「飲食店の店主」に
とどまらない。 
今田さんは、浜田市三隅町生まれ。海

が好きで海外にも関心があったことか
ら、浜田水産高校へ進学。卒業後は、水
産会社に就職し、夢だった海外での仕事
を経験した。その後、喫茶事業を展開す
る会社へと転職し、広島県の店舗の店長
時代には日本で 3 番目の売上を上げた
ことも。その後、独立を考えた際には、
島根でカフェを立ち上げることを検討
したが、知人の勧めもあり 30 歳のとき
にうどんの道へ進むことを決意。「うど
んの今田」を浜田市内に開店した。一人
ひとりのご縁を大切にする、当時から今
も変わらないやり方で、着実にファンを
増やしていった。来店客が増えた頃に
は、店舗の拡大を薦められたこともあっ
たが、「自分がお客さんに関われる規模」
を大切にしたかったため、それを断っ
た。 

うどん店と並行して、1996年に狩猟 
免許を取得した今田さんは、猟犬ととも
に単独で山に入るスタイルの狩猟を現
在でも行っている。狩猟を通して、大自
然が人間の生き方を教えてくれたとい
う。命を意識すると、猪と対峙するとき
には畏敬の念を抱き、それをいただくと
きには「いただきます」と自然に思える。
猪が少ないとなれば自然のバランスを
考えて獲りすぎることはしない。自然と
共生する必要性を理解しているからだ。 

33 年間営業した「うどんの今田」を
閉じ、3年前に現在の弥栄町に「陽氣な
狩人」として移転。うどん屋と狩人の両
面の顔をもちながら、命の大切さを伝え
るため「命の授業」「狩人塾」などを通
して、自らの生き方や経験を様々な世代
に向けて語っている。 
「海外を経験したからわかった日本

人の勤勉さと気高さと利他の精神性。今
の時代に、日本に生まれたことだけでも
奇跡。生きていることだけで感謝。」と
いう今田さんの名刺には“いま、ここ”
という今は亡き叔父の言葉が書かれて
いる。そんな今田さんの考え方や、生き
方を学びたいと、全国から若者が訪れ
る。今田さんとのご縁がキッカケで弥栄
に移住した若者も多い。 
最後に、常に笑顔でいられる秘訣を聞

いた。「誰でも生きていれば悩みや葛藤
があって当然。だけど、明るいところに
は人が集まるだろ？」 
来店客のうち、およそ９割方がリピー

ト客。今日も陽氣な今田さんのもとに、
多くの人が集まっている。   （Ｎ）          

全体

内認定

内仮認定

2

3

4

全体

内レベル２

しまね社会貢献基金登録団体数

県内ＮＰＯ法人数

だんだん認証レベル
取得団体数

1

5

新設ＮＰＯ法人数

解散ＮＰＯ法人数

 

[松江事務局]  

〒690-0003 松江市朝日町478-18 松江テルサ３階 

TEL (0852)28-0690  FAX (0852) 28-0692 

E-mail： shimane@teiju.or.jp 

 [石見事務所] 

〒697-0034 浜田市相生町 1391-8 シティパルク 

浜田 2 階 石見産業支援センター「いわみぷらっと」内 

TEL (0855)25-1600  FAX (0855)25-1630 

E-mail： iwami@teiju.or.jp 

発行元 

（しまね県民活動支援センター） 

Facebook も日々更新中！ 

しまね県民活動支援センター（ふるさと島根定住財団）で 

検索してみてください♪ 

。 

「命の授業」の写真素材       店舗外観            お米のポスター 
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山奥のうどん店に人が集まる理由 

イベントの告知に！助成金

情報の収集に！！「島根い

きいき広場」をぜひご活用

ください。 
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