
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さんべの美味しさと大

田の魅力を詰め込んだ

“山の駅さんべ”のお弁

当、“有馬光栄堂”の天ぷ

ら饅頭も大好評♪どれ

も絶品でした！ 

 2 月 9 日（土）、大田市の島根県立農林大学校で「地域づくりオールスター祭」が開催されました。県内各
地から地域づくり団体、NPO 法人、公民館で活動されている皆さん、田舎ツーリズム実践者など、関係者を
含め約 340 名が一堂に参集。互いに学び合い、交流を深める場となりました。熱気あふれる会場の様子を写
真とともにお届けします。 

 当日の詳しい様子については、近日中に「フレフレしまね」でも公開予定です！ 

 
 

P4. 島根で頑張る人 
大田市山村留学センター 西嶋 一泰 さん 

P3. 助成金・イベント情報 

コーディネーター：島根県中山間地域研究センター 

主席研究員 有田 昭一郎さん 

講演：「始まってます！小さな拠点づくり」 

地域で共に課題を理解し、話し合いを通じて解決方法

を考え、安心して住み続ける地域をつくる「小さな拠

点づくり」の取り組みとして真砂・井野・阿用地区の

事例が発表されました。 

1．小さな拠点づくり 

2．地域ブランディング 

3．特産品開発 

4．空き家・古民家の活用 

5．地域を磨く観光 

6．関係人口 

7．にぎわいづくり 

P2. 平成 30 年度第 2 回地域づくり応援助成事業 
採択団体決定！ 

P1.「地活っちゃんが行く！」 
「地域づくりオールスター祭」開催レポート 

第 32回 

131 

 

『大賞』には特定非営利活

動法人おっちラボ、『審査

員特別賞』には離島コミュ

ニティハウスプロジェク

ト、『共感賞』には NPO 法

人アニマルレスキュード

リームロードが選ばれま

した。 

 

2019.2.20 

今月の見どころ 

っちゃん
がいく！ 

＼みんなで地域を盛りあげよう！／ 

▲参加者移動中 

▲天ぷら饅頭 
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型 所在地 団体名 事業名 

経済振興型 松江市 TAKARAMON 
イノベータ×チャレンジ ～お試し店舗とシェアスペース等の 

古民家活用による多創造複合施設 SUETUGU 

経済振興型 松江市 自然教室 そらやま 島根の自然で子どもを育てるプロジェクト 

経済振興型 松江市 EXPe’ 松江型インバウンド活性化プロジェクト「おせわさん」 

経済振興型 浜田市 やさか加工グループの会 耕作放棄地を減らし、地域に笑顔を増やそう事業 

公益重視型 浜田市 NPO法人あったかいいねっと 共生の森づくりプロジェクト 

公益重視型 益田市 
特定非営利活動法人 

NPO－MASUDA 

いきいきと高齢者が活躍する“けやき学園” 

リーダー養成講座プロジェクト 

公益重視型 松江市 園山俊二の会 地域活性化事業「新しい時代！園山俊二が甦える！」 

公益重視型 安来市 え～ひだ 逢♡愛会 え～ひだ 逢♡愛で活気ある温かな地域づくりをしよう 

 

 

所在地 団体名 事業名 

松江市 ミホツ姫命稲穂の会 
美保関まるごと体験プログラム 

～地域の自然と環境から学ぶ～ 

松江市 松江スポーツアクティビティー 宍道湖畔のスポーツ推進と観光資源の発信 

雲南市 しまね協力隊ネットワーク しまね協力隊ネットワーク化プロジェクト 

奥出雲町 NPO法人ともに ともに暮らす「生活支援活動ともに」 

出雲市 出雲古志古民家塾 出雲茅葺工務店 

川本町 弓市リノベーションプロジェクト まちに元気と挑戦をもたらすコミュニティカフェ事業 

 

財団からのお知らせ 

今月の和歌    臨月の 牛を探して 島の果て 海を背に立つ 生まれたての仔 （島根県知夫村 林 正己 さん） 
                                                第 4回農業・農村はかっこいい！和歌募集 最優秀賞 

 

 

 

◆立上げ支援：団体の立ち上がり期の活動や新規の活動で、継続的な実施が見込めるもの （6件採択） 

 

 

1月 17日（木）に「事業化支援」、1月 23日（水）に「立上げ支援」の審査会が松江テル

サにて行われました。審査の結果、下記の団体が採択となりました。おめでとうございます。

採択団体の事業が今後さらに活発化し、地域の課題解決や地域活性化につながることを

期待します。皆様もぜひ応援してあげて下さい！ 

◆事業化支援：新たな事業展開を図る活動で、継続的な実施が見込めるもの （8件採択） 

平成 30年度 

第 2回 地域づくり応援助成事業採択団体決定！ 



■締 切 日：平成 31年 3月 31日(日)当日消印有効 

■対   象：伝統工芸技術、伝統芸能、民俗芸能及び行事など、日

本の無形の文化財の記録や研究・保存・伝承活動におい

て有効な成果が期待できる事業。個人、団体いずれも可 

■助成金額：1件あたり 30万円～200万円程度 

（補助的な援助を実施することを前提)  

●問合せ先：（公財）ポーラ伝統文化振興財団事務局 

TEL：03-3494-7653  （平日 10時～17時） 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4020 

■締 切 日：平成 31年 3月 29日(金)必着 ※郵送のみ 

■対   象：地域に根ざした福祉活動を行っているグループ、任意のボ

ランティアグループ、NPO法人他。 

■助成内容：「支援金」：1グループ最高 100万円（10グループ）、  

「災害復興支援」：1グループ最高 100万円（5グループ）

「リサイクルパソコン」：1グループ 3台まで贈呈（総数 50） 

●問合せ先：（社福）NHK厚生文化事業団「わかば基金」係  

TEL：03-3476-5955  （平日 10時～18時） 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4011 

 

■締 切 日：平成 31年 3月 31日(日) 当日消印有効 

■助成内容：街なかにおける市街地整備や街なかの再生に資する取り

組みを行う民間団体を資金面で助成。 

■対象事業：①土地区画整理事業等の面的整備事業の立上げに向け

た②良好な環境づくりや賑わいづくりに向けた③地区内の

既存ストックを活かした街なか再生への取り組みの事業 

■助成金額：1件あたり上限 100万円  

●問合せ先：（公財）区画整理促進機構街なか再生全国支援センター 

TEL：03-3230-8477  FAX：03-3230-4514 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4019 

 

■締 切 日：平成 31年 3月 28日(木)当日消印有効 

■対   象：障がい・病気に悩む人々とその親が抱えている様々な医

療・福祉上の支援活動を行っている日本国内において活

動する、公益法人・一般法人・NPO法人 

■内   容：障がいや病気を抱える人々とそのご家族に対し、かけが

えのないサポート活動をしている団体に助成支援を行う。 

■助成金額：1件あたり上限 30万円、(3件～5件程度)  

●問合せ先：(公財)公益推進協会 HTM基金（担当：高野） 

TEL：03-5425-4201  FAX：03-5405-1814 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4021 

 

■締 切 日：平成 31年 3月 8日(金)正午厳守 

■対   象：女子中高生、保護者と教員対象の取り組み 

■実施機関：A：高等教育機関（大学・短期大学・高等専門学校等）B：

女子中高生が将来活躍することが期待される機関（民間

企業・独立行政法人・公益法人・NPO 法人・科学館・地方

公共団体他）C：教育委員会等から応募を受付 

■助成金額：1企画あたり上限 300万円 

●問合せ先：国立研究開発法人科学技術振興機構 理数学習推進部

能力伸長グループ  TEL：048-226-5671  

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4012 

■開催日時：平成 31年 3月 10日（日） 7：30～8：45 

■会   場：松江ニューアーバンホテル別館 10F 万景の間 

        エレベーターで直接別館 10Fへ（7：25集合） 

■内   容：第 1部：認定指導員によるラジオ体操（15分） 

第 2部：リフレッシュヨガ（60分） 

ストレッチ感覚のゆるヨガですので、初めての方でも安心！ 

■参 加 費：700円 ※12歳以下は無料(定員 30名・事前申込） 

●問合せ先：松江スポーツアクティビティー 

メール：supomatsu@gmail.com   

https://www.shimane-ikiiki.jp/events/3936 

 

■締 切 日：平成 31年 3月 31日(日)  

■助成内容：日本国内の（1）森林・草原・木竹等の緑を保護、育成す

る（2）海・湖沼・河川等の水辺の良好な自然環境を整備

する（3）緑と水に恵まれた良好な自然環境の保全及び創

出に資するための活動または研究に対して助成。 

■助成対象：自然環境を守り育てる活動・研究を実践する個人、団体 

■助成金額：総額 500万円(10件程度)  

●問合せ先：公益信託タカラ・ハーモニストファンド事務局（担当：大木） 

TEL：075-211-6231  FAX：075-212-4915 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4016 

 

■開催日時：平成 31年 3月 24日(日) 14：00～16：00 

■会   場：ビッグハート出雲文化サロン（出雲市駅南町 1-5） 

■内   容：リユース（再使用）の場を提供し、リデュース（発生抑制）・ 

リサイクル（再生利用）の普及を目的にしたフリーマーケット 

※出雲市ごみ減量化プロジェクト 

■対 象：古着・リユース雑貨・食器・くつ・本・植物・有機農産物など 

■参 加 費：無料  

●問合せ先：NPO法人かえる倶楽部 

TEL：0853-25-7003  （平日 10時～17時） 

https://www.shimane-ikiiki.jp/events/3928 

    

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 

平成 31年度 女子中高生の 
理系進路選択支援プログラム 

平成 31年度 公益財団法人 
ポーラ伝統文化振興財団助成 
 

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 ☞ 

 

第 31回 ＮＨＫ厚生文化事業団 
地域福祉を支援する「わかば基金」 

平成 31年度 
   街なか再生助成金 

 

「ＨＴＭ基金」 公益推進協会 

キラキラした宍道湖を眺めながら 
朝ヨガでリフレッシュ 

 

平成 31年度  
タカラ・ハーモニストファンド助成 

 

第４回  ３Ｒマーケット 
at ビッグハート出雲 



 

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♪ 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

                   

   

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

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

月 2,000人を集客する山奥のうど
んな店 

 

      

 

大田市地域おこし協力隊員 

教育魅力化コーディネーター1985年

7月 31日生まれ。大分県生まれ、東

京育ち。立命館大学博士課程、（独）

日本学術振興会の特別研究員などを

経て、2016年 7月から家族 3人で

島根県に I ターン。趣味はラジオ。

TBS ラジオヘビーリスナー。 

 

主な活動 

財団主催のソーシャルデザインスクー

ルみさと校に参加し、ソーシャルな活

動を展開。三瓶周辺に「はらっぱ図書

室」、「ぽかぽか図書室」を開設するほ

か、埋没林など火山活動由来の地域

資源を構成文化財として「日本遺産」

登録に向けた活動も手掛ける。 

しまね協力隊ＮＷ、民俗芸能学会所

属。資格は高校教員免許（地歴） 

 

『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。 

 

大田市山村留学センター  
西嶋 一泰さん 

 

森林教室の様子 

▲U ターン I ターンフェアに出展 
直接、山村留学の魅力を伝える 

 県内 NPO 情報 H31.1.31 現在  

[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： chiiki@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 

▲西嶋さんが手がけた「はらっぱ図書室」 

（しまね県民活動支援センター） 
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三瓶山の麓で地域にねざした 
活動をマルチに展開 

●今月の新設ＮＰＯ法人 

特定非営利活動法人 G.I.F.T in nature（益田市）人と自然の調和

がとれた環境社会づくりと次世代の森の担い手育成に寄与する。 

特定非営利活動法人いわみ風の丘飛行クラブ（益田市）青少年の

健全な育成事業を行い、地域社会の発展に寄与する。 

 

大田市と飯南町にまたがる三瓶山の
麓。そこに、マルチに活動を展開する
西嶋さんの拠点がある。 
現在、大田市の地域おこし協力隊と

して活動する西嶋さんは、もともと民
俗学の研究者。全国各地の「お祭り」
の調査研究に携わる中で、調査して終
わるのではなく、後継者が減少し廃れ
つつある農山村地域に自らの身を置
き、これからの展開を見届けたいとの
想いを抱くようになっていった。 
そんな折、島根県とのご縁をつない

だのは高校時代からの友人だった。友
人が県内高校の魅力化コーディネータ
ーに就任。活動の様子を聞くうちに、
フィールドで活動できる仕事に魅力を
感じ、協力隊に応募したという。 
今の活動の核となっているのは、大

田市が取り組む「山村留学」。自然豊か
な農山漁村に、小・中学生が 1 年単位
で移り住み、地元の学校に通いながら
様々な体験を積む活動である。西嶋さ
んが働く大田市山村留学センター（以
下、「センター」）は、三瓶山の麓で平
成 8 年にスタートした県内唯一の全国
山村留学加盟施設で、小学 3 年生～中
学 3 年生を対象に、都会から延べ 200
名近くの子どもを受け入れてきた。現
在も、7 名の子どもたちが寝食を共に
し、北三瓶の小・中学校に通っている。 
課題解決能力や忍耐力など、生きる

力を高めてくれる山村留学。この魅力
を伝えたいと、特に力を入れているの
が情報発信だ。全国各地に足を運び、 

調査してきた民俗学の研究者ならでは
の視点を活かして、地域や人にスポット
ライトを当てることを心がけている。フ
ェイスブックなどで発信する情報は、生
き生きと成長する子どもたちの暮らし
ぶりを伝えており、親御さんからも好評
だ。今では、全国の山村留学の中でも最
多の「いいね」を獲得しているという。
教育魅力化コーディネーターとしても、
進路に県内高校への「しまね留学」の選
択肢を提案することで、島根に魅力を感
じる子どもたちの力になってきた。 
センターでの活動の傍ら、独自の視点

とスキルを活かして、ライター、チラシ・
WEB制作の分野で起業。浜田市がＵＩタ
ーン者対象に刊行した冊子の取材・編集
なども手掛けている。 
しかし、西嶋さんのマルチな活動はこ

れだけに留まらない。県内の地域おこし
協力隊員や、そのＯＢ・ＯＧとともに設
立した「しまね協力隊ネットワーク」の
法人化に携わるほか、奥様とともに平成
29 年 9 月に三瓶西の原にある山の駅さ
んべで「はらっぱ図書室」をオープン。
また、震災に見舞われた温泉街を盛り上
げようと、昨年の 12 月に志学にある三
瓶温泉の一角に「ぽかぽか図書室」を開
設した。情報発信以外にも、自らが地域
で感じた課題意識や夢を精力的に具現
化している。 
協力隊任期終了後も、引き続きセンタ

ーで教育魅力化コーディネーターとし
て従事することになっている。 
これからの地域は、西嶋さんの目にど

のように映っていくのか。素敵な未来像
であることを期待するばかりだ。（Ｉ） 
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