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P4. 島根で頑張る人 
えくぼ 荒木 仁さん 
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 今月の見どころ 

2020.1.20 

第 43回 

P3. 助成金・イベント情報 

P2. 地域づくりオールスター祭のご案内 
 

P1.「地活っちゃんが行く！」より見やすく、使いやすく！ 
『島根いきいき広場』がリニューアル！ 
 

っちゃん
がいく！ 

★ボランティア情報 
一番上に表示されるのですぐに探せます！  

 

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

 

 

 

 

 

リニューアルした「島根いきいき広場」を是非、ご活用ください。 

団体登録がまだお済みでない団体さまは、この機会に新規団体登録を！ 
 

 

 

 

★トップ画面のデザインが新しくなりました！ 
 

左側のサイドメニューからすべての検索ができます。 

文字サイズは 

ここから選べます 

 

助成金情報はここから 

 

画像がスライド 

新着情報はトップ画面に表示！ 

 

島根いきいき広場 
サイトリニューアル 

しました 

★スマホ対応 
スマートフォンでも見やすくなりました！ 島根 

いきいき広場 

団体の詳細検索が可能 

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

 

 

 

 

 

イベントカレンダーも便利 

団体のイベント告知や、 

イベントのボランティア募集も 

できるよ！ 

イベントカレンダーや 

検索機能を使って、欲しい情報を 

手に入れよう！  

イベント時のボランティア募集も 

情報発信に！ 

 

情報収集に！ 

 

★メルマガ未登録のみなさまへ★ 

月 2 回（第 2・4 水曜日）配信中 

是非この機会にご登録ください！ 

  

 

 



  

  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

  

財団からのお知らせ 

今月の和歌   菜園の 土に染み込む 我が汗も 肥となりぬか 長茄子実る （千葉県市川市 小田中 準一さん） 
                                 第 4 回農業・農村はかっこいい！和歌募集 入選作品 

 

 

地域のキーマンの熱い想いを共有！互いの健闘を称え合えば、「来年度も頑張ろう！」と活力がみなぎってくる 

はず♪地域づくりに関心のある方ならどなたでも！ご参加をお待ちしています♪ 

今回のおすすめポイントは３つです。 

分科会がパワーアップ！ 
今年度、分科会の時間数が増え、

合計 3 回聞くことができます。昨

年、人気だったテーマの「空き家」

は、3 回それぞれに内容が違いま

す。引き続き、「小さな拠点づく

り」、「特産品開発」、「関係人口」

のテーマもあります。県内各地の

事例から、関心のある内容を選ん

で下さい。 

 

 

（しまね県民活動支援センター）では  

交流サロンや印刷機、図書の貸出を行っています！ 

団体のミーティングに… 

本も貸出中♪ 

ｎ 

イベントのチラシ印刷に…  

ｎ 

＝ご利用時間＝  
平日 9:00～17:00  無料でご利用いただけますので、まずはお問い合わせください。  

印刷機と紙折り機が 

新しくなりました！ 

作業台もあります！ 

 

分科会に新たなテーマが 
登場！ 
今、関心が高まっている「子ど

もの居場所」、「クラウドファン

ディング」、「地域福祉」、

「SDGs de 地方創生」の新た

なテーマが 4 つできました！

気になるテーマをこの機会に

学んでみませんか？ 

 

里の恵みを頂く昼食！ 
今回の昼食は出雲ジビエ工房が

作る「ジビエそぼろ丼」（鶏そぼ

ろ丼も選択可能です）と、しし

汁です。安心・安全の加工調理

技術で美味しく仕上げました。 

猪肉のイメージ 

が変わる一品で 

す♪ 

10:00～10:45 オープニング 

10:45～12:00 分科会① 

12:00～13:00 昼食 

13:00～14:15 分科会② 

14:15～15:30 分科会③ 

15:30～16:15 ふりかえり～閉会 

詳細は、『地域づくりオールスター祭 2020』のパンフレットや 
島根いきいき広場（https://www.shimane-ikiiki.jp/）をご覧ください！      

▲昨年の分科会の様子 

ジビエそぼろ丼→ 
写真はイメージ 

です。 



■締 切 日 ：令和 2年 2月 29日(土)  

■対象事業：「地域包括ケア」「健康寿命の延伸」を実践している活動

（地域住民の参加を重視） 

■対   象：国内で活動する個人又は団体、とりわけ高齢者人口が

急激に増加している都市で地域医療従事者等として実際

に業務を行っている多職種の皆様の応募を期待。 

■助成金額：1件当たり 50万円上限（総額 500万円） 

●問合せ先：（公財）杉浦記念財団 

TEL：0562-45-2731 FAX：0562-45-2732  

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4187 

■締 切 日 ：令和 2年 1月 31日(金)消印有効 

■対象活動：（1）教育振興に寄与する（2）芸術文化活動の企画で、

一般市民に鑑賞機会を提供する（3）芸術文化の向上

発展に寄与すると認められるアマチュアを中心とした公

演（4）地域に根ざした民俗芸能の保存と育成を図るため

の（5）各種スポーツの普及や振興を目的とする活動 

■採択件数：活動内容や地域性等を考慮し、40件程度 

●問合せ先：(公財)ごうぎん島根文化振興財団 事務局 

TEL：0852-55-1818.1804 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4193 

■締 切 日 ：令和 2年 1月 31日(金) 当日消印有効 

■対象事業：（1）地域の民俗芸能（民俗行事、民俗音楽を含む）への

助成（2）地域の民俗技術（伝統的製作技術、衣食住に

関わる生活技術、伝統工芸を含む）への助成 

■対  象 ：（1)（2）地域の民俗芸能、民俗技術の継承、とくに後継者

育成のための諸活動に努力をしている個人または団体 

■助成金額：(1)70万円上限（2）40万円上限  

●問合せ先：（公財）明治安田クオリティオブライフ文化財団 

TEL：03-3349-6194   

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4194 

■締 切 日 ：令和 2年 2月 16日(日)  

■対象事業：児童福祉を目的とした、社会的ハンデを抱える子どもたち 

を対象とした支援事業、支援活動、支援のプロジェクト等 

■対  象 ：国内を活動の場とし 1年以上の実績を有する社会福祉 

法人、NPO法人、任意団体等 ※その他条件あり 

■助成金額：1団体当たり 10～50万円/単年度（3～7団体予定） 

 <継続助成>最大 3年間で総額 60～120万円  

●問合せ先：（公財）つなぐいのち基金 事務局お問合せフォーム      

http://tsunagu-inochi.org/contactus/ 

https://shimane-ikiiki.jp/subsidies/4195 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4195 

 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4195 

 

 

■締 切 日 ：令和 2年 2月 28日(金)12:00  

■対  象 ：児童、青少年の健全育成の向上を目的とした体験活動、

スポーツ振興に関する事業を積極的に行い、奨励している

団体、個人※奨励している分野等他条件あり。 

■応募資格：上記団体、将来、世界大会やオリンピック、パラリンピック

出場等を目指すアマチュア選手（18歳以下） 

■助成金額：1件当たり 300万円上限 

●問合せ先：（公財）ノエビアグリーン財団 

TEL：03-5568-0305 （平日 9:00～17:30） 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4191 

■締 切 日 ：令和 2年 2月 29日(土)必着  

■対象事業：①研究助成、②高齢者福祉、③障害者福祉、④児童福 

祉、⑤環境・文化財保全、⑥地域つながり、⑦冠婚葬祭 

継承事業などの社会貢献事業 

■対   象：非営利組織及び大学、研究機関（個人でも可）で、助成

対象事業の趣旨に合致する事業を行おうとしている団体 

■助成金額：1件当たり 200万円上限（研究助成事業 100万円上限） 

●問合せ先：（一財）冠婚葬祭文化振興財団 社会貢献基金助成 

運営事務局 TEL：03-3596-0061 

         https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4166 

実践発表や、災害時の取り組みなどの報告を受け、意見交換等を通 

じ、地域の支え合い活動に重要な視点やポイントを学びます。 

■開催日時：令和 2年 1月 31日(金)13:30～16:45(受付 13:00) 

■会   場：パルメイト出雲パルメイトホール(出雲市今市町 2065) 

■対   象：社協、行政、住民参加型福祉サービス団体関係者、生

活支援コーディネーター、その他興味のある方 

■費   用：無料 ※参加申込必要 

●問合せ先：(社福)島根県社会福祉協議会地域福祉部 

TEL：0852-32-5997 FAX：0852-32-5982 

https://www.shimane-ikiiki.jp/events/4134 

作って、食べて学ぶうずめ飯とわさび漬け～石見の田舎ツーリズムが

出雲にやってくる～石見の郷土料理を一緒に学びませんか？ 

■開催日時：令和 2年 2月 5日(水)10:30～14:30（受付 10:00） 

■会   場：斐川環境学習センター（出雲市斐川町出西 1943） 

■対   象：しまね田舎ツーリズム実践者の方、行政、関係機関担当

者、関心のある方どなたでも 

■参 加 費 ：材料費 1,000円（申込締切 1月 29日）定員 20名 

●問合せ先：（公財）ふるさと島根定住財団 石見事務所（山﨑） 

TEL：0855-25-1600 FAX：0855-25-1630 

https://www.shimane-ikiiki.jp/events/4153 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

2020年度 つなぐ助成  
つなぐいのち基金 

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 ☞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ら ☞ 

 

令和 2年度 
地域の伝統文化保存維持費用助成 

2019年度 公益財団法人 
ノエビアグリーン財団助成 

 
 
 

2020年度助成事業 
ごうぎん島根文化振興財団 

冠婚葬祭文化振興財団 
社会貢献基金助成 

 
 

 第 9回（活動） 
杉浦地域医療振興助成  

助成金・イベント情報 

 

「地域の支え合いを広げる 
住民主体の生活支援フォーラム」 

しまね田舎ツーリズム 第 3回 
県内研修会 文化交流企画 

うずめ飯とわさび漬け 
  



 

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♪ 

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」

←メルマガ登録はこちらから！ 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

                   

  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

 

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

出雲市平田地域で毎年 10月、７00人

以上の来場者を集め、地元で注目される

人気の「えくぼニコニココンサート」。

主催しているのは、「音楽で笑顔を届け

ます」をモットーに音楽ボランティア活

動をする「えくぼ」だ。代表の荒木さん

は、「えくぼ」のバンドメンバーのリー

ダーで、ギターを担当している。 

荒木さんの活動は、昭和 60年に職場

の仲間と、弥栄老人ホームで演奏をした

ことから始まり、35年続いている。 

「ずっと同じことばかりでは飽きられ

るし面白くない。ちがう事をして喜ばせ

たい」と楽器演奏だけでなく日本舞踊、

皿回し、ドジョウすくいなど様々な演芸

をする人たちを巻き込みながら、福祉施

設等を慰問し活動してきた。 

最近は特に「人形劇」に力を入れてい

る。どんな題材で何を演じるか、シナリ

オも人形もすべて荒木さんの手作りだ。

音楽に合わせてコミカルな動きをする

「えくぼ人形劇場」は保育園でも大人気

でリクエストも多いという。 

荒木さんは、活動を続ける上で大切な

事について、「まずは人集め、次はお金

だ」と話す。日頃から地域のイベントに

積極的に出向き、メンバースカウトの機

会をうかがっている。祭りやカラオケ大

会で上手に歌う人や、「自分は昔、フル 

 

 

 

▲人形劇「どじょうすくい」の人形 

えくぼ 
    代表 荒木 仁 さん 

『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。 

 

森林教室の様子 

▲えくぼニコニココンサート 

 

県内 NPO 情報 R1.11.30 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 

 

ートを吹いていました…」という司会

者の何気ない一言にも反応し、近づい

て声をかけ名刺を渡す。荒木さんは行

動が早い。そして躊躇がない。 

銀座でも、ストリートピアノでビー

トルズの曲を弾いていた女性に、「島

根でピアノを弾いてもらえません

か？」と有名なジャズピアニストだと

知らずに声をかけた。「この素敵なピ

アノの音色を（地元の）みんなにも聞

かせてやりたい」と思ったのだ。この

出会いがきっかけで、次のコンサート

の特別ゲストが決定した。 

そのアンテナは人だけではなく、資

金集めにおいても同じだ。「いきいき

広場の助成金情報は毎日見とるよ」と

荒木さん。まずは情報収集、次に自分

たちの活動が該当するか担当者に問い

合わせてみる。担当者と話しているう

ちにヒントをもらえることも多いのだ

という。申請の準備は大変だが、お客

さんの笑顔と「ありがとう」が荒木さ

んの原動力となって、これまで様々な

支援を受け、楽器を揃えたりコンサー

トの費用に充てることが出来ている。 

人とのつながりを大切に、これから

も音楽を通じて地域を明るく笑顔にし

ていく、これが荒木さんの変わらない

スタイルだ。        （Ｔ）               

 

[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） 
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お客さんの笑顔が原動力 

1946年 出雲市生まれ 

ＮＴＴ（電電公社）在職中は浜田で

「でんでんむしの会」として活動。

2007 年 3 月定年退職後「やまぼう

し」を結成し音楽によるボランティア

活動を開始。2013 年 2 月からグル

ープ名を「えくぼ」に改称。 

趣味は楽器演奏とモノづくり。 

人形劇の腹話術人形、指人形、獅

子舞（台湾）、変面（中国）、革細工

など、すべて自分で手作りしている。 

主な活動 
音楽療育活動、子育て支援活動、人形

劇の 3本柱で活動。「いつでもどこでも」

を合言葉に、県内の老人ホームや保育

園、地域サロンなどでライブ活動や人形

劇を行う。地域イベントへの参加にも積

極的で子供会等でのモノづくり体験など

にも力を注ぐ。メンバーは現在 42名。 

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


