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演題： 

「如何にＢ級ご当地グルメは 

存在するか」 
～地域資源の活用をＣＢにつなげるヒント～ 

 

入場無料 

締切：８／３１（水） 

【問合せ】 

ふるさと島根定住財団 地域活動支援課 

ＴＥＬ：0852-28-0690 

【浜田】 

Ｈ２３．     ／  （月） 

 

いわみーる ４０１研修室 

１４：３０～１６：３０ 

内容 
開催日 

浜田市 松江市 

第 1回 
コミュニティビジネスとは 

地域づくりリーダーに求められるもの 
９／２７（火） １０／１（土） 

第 2回 
地域づくりのアイディア創出 

事業イメージ図の作り方 
１０／４（火） １０／８（土） 

第 3回 商品づくり（サービスの提供）で大切なこと １０／１８（火） １０／１５（土） 

第 4回 
活動形態（法人の組織）のいろいろ 

事業を実施するために必要な許認可 
１０／２５（火） １０／２２（土） 

第 5回 誰に・何を・どのような方法で提供するか １１／１（火） １１／５（土） 

第 6回 会計と税務の知識・利益計画のつくり方 １１／８（火） １１／１２（土） 

第 7回 ビジネスプランの作成及び行動計画の策定 １１／１５（火） １１／１９（土） 

視察 

研修 

浜田・松江会場合同での視察研修 

（有料・希望者のみ） 
１０／２９（土） 

 

６～８月にかけて飯南・隠岐・益田で開催中の「地域づくり

リーダー養成塾」、好評のため追加開催が決定しました！ 

是非この機会に藤田先生の講義を受けてみませんか？ 

 

 

 

【松江】 

Ｈ２３．     ／  （火） 

 

県民会館大会議室 

１３：３０～１５：３０ 

定員：  

各１００名 

渡邉 英彦氏 
富士宮やきそば学会会長 

Ｂ級グルメでまちおこし 

団体連絡協議会代表理事 

地域づくりリーダー養成塾 

○対象者：地域課題の解決や地域活性化を目的とし

た活動・事業を実施している、または具体的に検討

している団体または県民の方 

○日時： 浜田会場 いわみぷらっと  

      ９／２７（火）～１１／１５（火） 

１８：３０～２１：３０ 

 

松江会場 松江市市民活動センター  

１０／１（土）～１１／１９（土） 

  １３：３０～１６：３０  

○参加費：無料 

○講 師   ：藤田 悠久雄氏（経営コンサルタント） 



【松江会場】 ８月２６日（金）１９時開演 （４歳以上有料） 

       松江テルサ（１階テルサホール） 

前売券：１名券２０００円 ２名券３５００円 ３名券５０００円 

○問合せ：NPO法人おやこ劇場松江センターTEL：０８５２-２２-４９３７ 

【雲南会場】 ８月２８日（日）１４時３０分開演 

      チェリヴァホール（２階ホール） 

前売券：一般１５００円、１８歳以下１０００円 

○問合せ：チェリヴァホール TEL：０８５４-４２-１１５５ 

（当日券は松江、雲南ともに各３００円増になります） 

 

○締切日：１０月１０日（月） 当日消印有効 

 ○助成金額： 総額約１０００万円(１０件程度)を予定 

○助成対象：営利を目的としない市民活動団体 

○対象活動：･■地域の水と暮らしの新しい文化の実現に

向けた実践活動■地域の水と暮らしの関係について

の調査研究活動 

問合せ：ＴＯＴＯ株式会社 総務部 

TEL：０９３-９５１-２２２４ 

 

○締 切 日：９月１日（木）～９月３０日（金） 当日消印有効  

○対象活動：①国際相互理解の促進に資する活動 

②文化的活動（芸術、文化活動など） 

○助成対象： 国及び地方公共団体を除く公益的な事業を

実施する団体（法人格の有無は問わない） 

○助成金額：①１００万円～３０００万円以内②５０万円～ 

１００万円以内（事業費合計が５０万円以上であること） 

問合せ：独立行政法人 日本万国博覧会記念機構 

 TEL：０６-６８７６-５５８１ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～すべての組織に問われる社会的責任～ 

○松江会場： ９月２８日（水） １４：００～１７：００ 

    くにびきメッセ（５０１大会議室） 定員：１００名 

○浜田会場： ９月２９日（木） １４：００～１７：００ 

    島根県西部県民センター（大会議室） 定員：５０名 

○参加費：無料    

問合せ：ふるさと島根定住財団（しまね県民活動支援センター） 

    TEL：０８５２-２８-０６９０（担当：森山・柏木） 

 

○締 切 日：１１月３０日（水） 当日消印有効 

○助成金額： 助成金上限額は定めていない（近年の実

績では１件あたり２０万円から５０万円程度） 

○助成対象: 国内の法人が国内で行う地域文化振興に

寄与し、文化・芸術的に優れた個別の講演・展覧会等。

年間通しての備品や活動費は含まない 

○対象活動：音楽、美術展、演劇、伝統芸能など 

問合せ：公益財団法人 三菱ＵＦＪ信託地域文化財団 

TEL： ０３-３２７２-６９９３ FAX： ０３-３２７２-６９９４ 

 

 

 

皆様から応募されたデザインＴシャツの展示会です 

○日時： ９月１６日（金）～１９日（月・祝日）９時～１７時 

（但し、初日は１０時～１７時、最終日は９時～１５時） 

○会場： 湖西美術館  

～斐川町大字坂田 宍道湖西岸なぎさ公園付近～ 

○費用: 入場無料 

問合せ：池田測量事務所  TEL：０８５３-６２-９１３６ 

主催：出雲・宍道湖ツーリズムの会 

第５回湖西美術館 

T シャツアート展 

 ９/28 

  29 

ＩＳＯ２６０００ 

講演会 

~9/30 

9/16 

~19 

○締 切 日： ９月３０日（金） 当日必着 

○助成対象： ボランティアグループ、ＮＰＯ法人、社会福

祉法人、学校法人、公益法人等 

〇対象活動： 東日本大震災で被災された方々を支援する

ボランティア活動全般（被災地での活動に限らず被災者の

避難先、原発事故に伴う住民の避難先での活動を含む） 

○助成金額：①短期（１ヵ月未満）の活動：５０万円以内  

②中長期（1 ヵ月以上）の活動：３００万円以内 

問合せ：社会福祉法人 中央共同募金会企画広報部 

TEL:０３-３５８１-３８４６ 

~11/30 

~9/30 

 

８/２６ 

２８ 

赤い羽根「災害ボランティア･ 

NPO 活動サポート募金」助成 

ファミリー人形劇 

じいちゃんのオルゴール♪ 

~10/10 
第７回ＴＯＴＯ 

水環境基金 

三菱ＵＦＪ信託地域 

文化財団 助成団体募集 

日本万国博覧会 

記念基金事業 

○プログラム 

◆基調講演（１４：００～１５：３０） 

講師：関 正雄氏(株式会社損保ジャパン) 

◆県内事例発表・質疑応答（１５：４５～１７：００） 

①森林を守ろう！山陰ネットワーク会議 
 山陰合同銀行とＮＰＯ等の協働による森林保全活動 

 発表者：野田 真幹氏（ＮＰＯ法人もりふれ倶楽部） 

②株式会社ウェルネス湖北 
 ピンクリボン運動やがん募金などの社会貢献活動 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区の未来に危機感を感じていた安

部さんは、コミュニティーセンターがで

きたのを機に、地域おこしの担い手に自

ら名乗りを上げた。そして、H17年 12月

「鵜
う

鷺
さぎ

げんきな会」を発足、奮闘が始ま

る。 

まず、地区に点在していた空家に手

を加えこれを宿泊施設として活用し、都

会からのお客さまを迎える田舎ツーリズ

ムの宿を開設する。塩炊き体験・海ほた

るの見物など、海辺ならではの田舎暮ら

しを体験してもらう。体験時に、地域の

歴史や物語を伝えることで交流が深ま

る。地域の人と他からの人との交流が生

まれることにより、地域も「げんき」に。ま

た、その本当の良さが伝わることで、口

コミでまた人がやってくる。 

山と海に囲まれた自然の環境は、心

にも良い影響を与えるが、身体的にも

良い影響が及ぶようだ。都会から数日

間滞在する人の中に、アトピーが改善し

たり、喘息のお子さんが就寝時一度も

発作が起こらなかったと涙ながらに語ら

れるお母さんに何度も出会う。 

 

そこに注目した安部さんは、今後、

この地区を「健康村としてやっていきた

い」と抱負を語る。最近では昔から地

区で作られていた果樹園（柿や栗）の

再興に着手。それも化学肥料を使わ

ないで無農薬で作る自然農法にこだ

わる。無農薬で育ったものには虫がつ

く。でも、それだけおいしいし、農薬が

使われてないので安心。人間は 8割、

あとは虫にあげてしまいましょう、と考

える。口にする食べ物から、人は健康

になる。環境も食も「健康」つまり「げ

んき」につながっていく。 

近頃マスメディアで、都会では知ら

れていない地方の食材（ボベ貝やボッ

カなど）が取り上げられる機会が増え

た。安部さんは、都会で暮らした経験

上、都会のニーズを知っている。その

上に、地元の資源を熟知している強み

がある。だからこそ、マスメディアから

のリサーチにも素早く対応できる。安

部さんは「うまくマスコミを使う」ことも

必要、しかもすぐに流れていく TVより

もむしろ、記録に残る新聞や雑誌など

の紙媒体の方が効果的という。都会で

は、目新しいネタを探している昨今、

地方の資源がどのように全国的な注

目を集めるかわからない。 

また、この土地を気に入った外国人

が移住してきたり、米国在住の画家が

ここ 3年間で長期滞在に 4回も訪れた

り、韓国からのお客様がその友達を連

れてやってくるなど、国際的な交流も

広がっている。 

「まだ 5年、離陸したばかり。軌道に

乗せるのにあと 5年」とおっしゃる安部

さん。さらなる活動の広がりが期待で

きる、「げんきな会」の元気な活動に今

後も注目したい。 

・昭和 18年 3月 6日生まれ（68歳） 

・実母の看病を機に 38年間勤めた化

学関係の会社（大阪）を早期依願退

職。島根に U ターンする。 

・現在、限界集落と呼ばれる地域をげ

んきにするべく、古民家や果樹園など、

地域の埋もれた資源を発掘しながら、

人の交流を生み出す活動に奮闘中。 

・島根県出雲市大社町鷺浦区長。 

鵜
う

鷺
さぎ

げんきな会  

安部 勇さん 

2005年（H17年）発足 

空家を活用して田舎ツーリズムを実

践。自然豊かな地域を生かして、塩炊

（藻塩）体験や島めぐり遊覧、海ほたる

の観察など海辺ならではの田舎体験

を実施している。 

訪れる人も地域も「げんき」 

になる交流を目指して 

“島根で頑張る人”は島根県で活動する人にスポットを
当て、考え方や経験から団体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。 

社会貢献(複数年型)採択団体 事業名 

地球のステージ  

益田実行委員会 

地球のステージ益田～見て見ぬ 

ふりをしない支援のために～ 

 

 
塩炊き体験 

 

ジャンプアップ事業採択団体 事業名 

須佐のみやげ屋（須佐屋） 東須佐地域活性化プロジェクト 

NPO法人明るい農村かわもと 
地域資源は「ひと」で売る 

「農村いきいきカフェ」整備事業 

㈱伊勢宮界隈元気プロジェクト 伊勢宮界隈元気創出事業 

 

県民いきいき活動支援事業 採択団体が決定しました！！ 

地域活性化支援事業・社会貢献活動支援事業（単

年型）は第２回の申請相談を開始しております！ 

随時相談を受け付けておりますので、希望される方は 

ふ る さ と島根定住財団  地域活動支援課    

（TEL：０８５２－２８－０６９０）までご連絡ください。 

ステップアップ事業採択団体 事業名 

えねる工房やさか 弥栄型の薪ストーブ開発 

ＡＭＡｎｅｔ 
島暮らし民泊「あまらや」 

プロジェクト 

 

今までの主な活動 

鵜
う

鷺
さぎ

げんきな会 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先月開催した会計基準説明会で

は多くの方にご参加頂き、ありがとう

ございました。新寄付税制が施行さ

れて１ヵ月が経ち、これからますます

ＮＰＯの組織基盤強化が必要になっ

てくると思います。市民の方が見て

も分かりやすいＮＰＯの活動や決算 

 

制作スタッフ日記 

内田 麻紀 柏木 ゆり子 

（公財）ふるさと島根定住財団 

地域活動支援課   担当：福間 

ＴＥＬ： ０８５２－２８－０６９０ 

E-mail: shimane@teiju.or.jp 

を公開することで、賛同や寄付のきっかけになるの

ではないでしょうか。なかなか難しい内容ではな

いかと（私自身も）思いますが、会計基準説明会に

続き会計基準の講座や相談も開催します。また、マ

ネジメント講座の開催予定もありますので、今後も

ＮＰＯの皆様と基礎から勉強していきたいと思って

います。ぜひお気軽にご参加ください。 

毎日、暑い日が続いています。 

今回取材に行かせていただいた鵜

鷺コミュニティセンターで、ひさしぶ

りに蝉しぐれという言葉がぴったり

な蝉の大合唱を聞きました。以前中

学校だった木造校舎を背景にその

シチュエーションは、まるで映画の

中のようでとっても素敵な雰囲気。 

とても暑い日だったのですが、海と山に囲まれて

いるためか、空気が涼やかに感じられました。また、

この夏はなかなか海に行けずにいたら、道すがらと

ても美しい海岸に出会えました。 

昔ならそんな風に、日常的に自然によって癒され

ていたんだな、と感じ、都会にはなくなってしまった

宝を見つけた気がしました。  

①ミニセミナー 

「ここがポイント！ 助成金申請書」 
 

１０：３０～１２：００（隠岐は１０：００～１１：３０） 
 

講師：樋口 和広（当財団地域活動支援課長） 
 

説得力のある申請書、審査員にポイントが伝わり

やすい申請書とはどういうものか、助成制度に関

する調査や過去の事例などから、解説します。 

【益田 定員：４０名】 

 日程：９月２１日（水）１０:３０～１５:００ 

 会場：益田市市民学習センター ２０３研修室 
 

 

【大田 定員：６０名】 

 日程：１０月４日（火）１０:３０～１５:００ 

 会場：あすてらす研修室１・２ 

 

 

【隠岐 定員：３０名】 

 日程：１０月１１日（火）１０:００～１４:３０ 

 会場：隠岐支庁別館第３会議室 
 

 

【松江 定員：８０名】 

 日程：１０月１３日（木）１０:３０～１５:００ 

 会場：いきいきプラザ島根４０３研修室 

県民の皆様の活動に対する助成制度のうち、年

度内に申請できるものをまとめて説明会を行いま

す。あわせて担当者による個別相談の時間も設定

しています。 

また、今回はあらたに、申請書の作成ポイント

等について解説するミニセミナーを実施します。 

会場及び日程等 

申請を具体的にお考えの

方や関心がある方は是非

ご参加ください。 

 

②助成制度の説明会&個別相談会 
 

説 明 会:１３:００～１４:００（隠岐：１２:３０～１３:３０） 

個別相談:１４:００～１５:００(隠岐：１３:３０～１４:３０) 
 

今年度に申請を受け付ける各団体の助成担当者

が、それぞれの制度について説明し、終了後には

個別相談の機会を設けています。 

＜説明団体と制度＞ 
◇島根県社会福祉協議会 しまねいきいきファンド 

◇しまね女性センター しまね女性ファンド 

◇島根県文化振興財団 しまね文化ファンド 

◇ふるさと島根定住財団 社会貢献活動支援事業 

                        地域活性化支援事業 
 

※隠岐は 

社会福祉協議会・女性センター・定住財団のみとなります 

問合せ 


