公益信託しまね女性ファンド平成１８年度追加分決定事業一覧表
「魅力ある地域づくり」を推進する活動
事 業 名

実施地

実施月

隠岐の島町

10月

400,000

五箇地区郡にある「隠岐郷土館（県重要文化財指定）」の庭園で野外音楽会を開催する。出
演は難病を克服したフルート演奏者の妻と、オカリナ演奏の夫による夫婦共演で「生きること
の大切さ」をテーマに、トークを交え来場者参加型のコンサートを行う。住民一丸となった地域
づくりに向けての第一歩の事業としたい。

インフィニティ

益田市

19年2月

410,000

子供から大人までのダンスチームによる、過去三年間にわたるダンスの集大成の発表会を
開催。ジャズ・エアロ・ヒップホップと様々なジャンルのステージを展開する。親子あるいは家
族の交流を図り、それが過疎地区に悩む島根県西部の地域活性化となるよう、ダンスの魅
力、楽しさを伝えていきたい。

琴名流大正琴 琴扇芳の会

江津市

19年1月

会発足15周年の節目として、会員のほか江津市内を中心に活動している合唱団等と一緒に
500,000 演奏会を開催する。出演者は総勢240名で、バラエティに富んだ演奏会にし、音楽を交えて多
くの人たちと交流を深めながら、明るく活気ある町作りの一助をめざす。

転入者の暮らしをサポートするための暮らし情報誌＆メール 浜田の転入者を応援する会
マガジン発行
（通称：はまてん）

浜田市

12月〜19年3月

370,000

新しく地域の仲間となってくれた人のために、新生活に役立つ情報を提供し、「はじめての浜
田暮らし」をサポートする。浜田市の暮らしの中で発生することが予想される様々なトラブル・
疑問に対する対策・解決方法を、転入経験かつ女性ならではの実体験からの視点で提供して
いく。

1 地域の資源を活用して文化（野外音楽）を楽しもう

2

Dancing∞Harmony
〜個性と個性の奏でる協奏曲〜

3 琴名流大正琴 琴扇芳の会第15周年記念事業

4

団 体 名

隠岐の島町 郡婦人会

助成決定額

事業概要

5 島根の自然−スケッチ松江−「自然風景・歴史」展覧会

水彩クラブＡ・Ｔ

松江市

12月

200,000

身近な自然風景、文化の歴史ある町並みの佇まいなどを水彩・油彩・デジタル絵画、ペン画
などで表す展覧会を開催する。水彩画とデジタル絵画の体験コーナーを設け、作品をギャラ
リーに展示する。また、講師を招いての参加型のイベントを開き、来場者との交流を深め、絵
画を通して地域の魅力を伝える。

6 家庭の主婦が主人公の民謡コンサート

光松会

出雲市

19年3月

230,000

出雲市内（大社、多伎、湖陵、佐田等）の幅広い地域で活動している会員一同（20グループ・
170名）が集まり、来場者とともに楽しめる民謡コンサートを、会発足10周年記念事業として開
催する。女性がいきいきと活動している姿を多くの人に見てもらい、幅広い世代の人との交流
を深めていきたい。

7 島の写真屋あーとプロジェクト

あーと娘 本舗

松江市

10月

500,000

松江市八束町大根島にある「旧渡部写真館」を、期間限定のサロンとして復活させ、島民の
方々に在りし日の写真館と一緒に、かつての故郷の記憶をよみがえらせ、語り合える場を提
供する。カフェ、写真の展覧会、ワークショップを行い、島の歴史を知る情報として冊子を作成
し、次の世代に伝えられる活動に発展していく。

8 静間駅会館まつり

ボランティアグループはまなす会

大田市

12月

80,000

ＪＲ静間駅の管理委託を、地元が受けて10年になる。10年間利用してきた地元の人たちはも
とより、通学、通勤で利用している人々にその歴史を知ってもらい、会館を中心に周辺地域の
活性化を図るため、お祭りを開催する。土江こども神楽や、アマチュアバンドの演奏会、即売
コーナーを設け、地域住民との交流を深めたい。

出雲市・松江市

10月

浜田市

10月〜19年3月

9

地域をつなぐ虹色ライブ
〜童謡・抒情歌を唄おう〜

10 浜田元祖「リハビリ太鼓」普及実践活動

うたごえグッディｉｎしまね

浜田「リハビリ太鼓」実践会

1 ページ

観客巻き込み型の７つのコンサートライブを開催する。幅広い世代に共通の童謡・唱歌・抒情
500,000 歌を一緒に唄って楽しむ事で、世代を超えて集える場作り、文化の香り漂う健全な地域を目
指す。会場は、平田の木綿街道交流館、来待ストーン美術館野外ステージ、県立美術館等。

420,000

太鼓を活用したリズム運動による健康づくりのための実践活動を行う。太鼓演奏（リハビリ太
鼓）の練習や活動紹介の公演等を通じて、心の高揚と地域の活性化、世代間交流の推進を
図る。新たな活動グループの育成や連携を進め、リハビリと介護予防活動の全国的モデル
ケースにも発展させる。

「男女共同参画社会づくり」を推進する活動
事 業 名

団 体 名

実施地

実施月

助成決定額

隠岐の島町

10月〜19年3月

10月〜19年3月

女性が様々な分野でチャレンジし活躍していくことを目指し、①ＩＣＴリーダーの養成②講演会
の実施③シニアや女性にわかりやすい教材の開発④パソコン教室を実施する。情報収集能
320,000
力、情報処理能力などを学ぶとともにコミュニケーション能力を身につけ、浜田市だけではなく
広域で活躍できる人材の育成を図る。

パソコン初心者の女性を対象としたパソコン教室を開催する。西郷公民館のパソコン相談員
（女性）と婦人会代表者が中心となって講師役を務め、初心者にもわかりやすく学べるよう学
習内容を工夫。知識と自信をつけてもらい、女性の自立の道につながるような学習の場とし
たい。

11 自立する女性をめざしてＩＴ学習

西郷支部婦人会

12 女性の参画能力を高めるＩＣＴ普及事業

シニアネットはまだ

浜田市

13 フリーペーパー作成事業

サンク

益田市

10月〜19年1月

300,000

女性たちをとりまく課題への気づきや、その解決の糸口のきっかけとなる情報を提供する。①
フリーペーパーの作成（配布先：市内企業や書店、官公庁などに配布）②トークイベントの実
施（参加型講座）③アクティブイベントの実施（ＤＶについての認識や、相談窓口の紹介を掲載
したカードの作成）

14 対談・寸劇・本音で語ろう！身近な男女共同参画

日原地域女性団体ネットワーク

津和野町

19年1月

100,000

「はて？さて？男女共同参画とはいうけれど・・・」と題して、仕事と家庭の両立の難しさ等の問
題提起による対談や、職場、家庭、地域での問題を取り上げた内容の寸劇を実施する。それ
らをもとにグループワークを行い、本音で語り合ってもらう場をつくる。より良い男女共同参画
社会が実現する事をめざす。

15 男女共同参画社会「津和野の今は？そして未来は？」

津和野地域婦人会

津和野町

19年1月

100,000

男女共同参画社会の現状とこれからのあり方を探り、推進に向けて前進できる会を開催す
る。パネルディスカッションのほか、アンケート調査を事前に実施し、それらの集計報告を行
う。また、「男女共同参画社会の現状と未来は？」という問いかけのある内容を寸劇で発表
し、参加者への気づきや見直しにつなげていく。

16 「ベアテの贈りもの」映画上映会

スキップの会

邑南町

10月

「ベアテの贈りもの」の映画上映会を開催する。この映画は、日本国憲法に「男女平等」の文
200,000 言を盛り込み、女性の人権、女性の地位向上に努力されたベアテ・シロタさんのドキュメンタ
リー映画。来場者にはアンケートを実施し、結果を元に各地域で勉強会を実施する。

ヘルスカウンセリング松江フォロー
アップ勉強会「元楽元楽」

松江市

11月

100,000

17

ヘルスカウンセリング講演会「子どもはみんなの宝物」
〜子どもの成長を共に楽しむ親になるために〜

80,000

事業概要

幼児期からの子育ての大切さを見つめ直してもらうために講演会を開催する。男女共同参画
の観点から、子育ては母親だけではなく父親も一緒になって行う共同作業であり、ヘルスカウ
ンセリングの技法を用いて、自分の親子関係を見直してもらい、子育てを楽しむためのコミュ
ニケーションのポイントを学んでもらう。

島根県女性福祉協会

松江市・大田市・
11月〜19年1月
益田市

ドメスティック・バイオレンスの被害者は、外国人が増加し、その支援のために必要となるＤＶ
100,000 に関する理解と専門的知識を有した通訳の人材を育成するための講座を開催する。受講者
にはボランティアとして登録してもらい、支援の輪を広げていきたい。

19 いずもの女性の意識改革と資質の高揚を図る研修会

あすの出雲を考える女性の会

出雲市・山口県
10月〜19年1月
下関市

新しい出雲のまちづくりをめざし、女性の参加活動が意欲をもって推進できるために研修会に
参加し、研修会の報告とともに講演会を開く。①「日本女性会議２００６しものせき」に参加②
380,000
男女共同参画に関する「講演会＆フォーラム」の開催と女性会議参加の報告会を実施③機
関誌、情報誌を発行する。

20 いずも地域における男女共同参画の実現に向けて…

サポートクラブ「ステップbyステッ
プ」

18 DV被害者支援ボランティア養成事業

コスモスフォーラムの開催
21 〜男女共同参画をベースにした、かわとの地域（まち）づくり かわとコスモスの会
〜

22

ＤＶ・虐待等女性と子どもに対する暴力被害者一時保護、自 ＤＶ被害者支援ネットワーク鳥取島
立支援事業
根支部

地域住民の参加活動が円滑に意欲をもって推進できるために、「講演会と寸劇＆フォーラム」
を開催する。事業の実施により、市民・民間団体等との交流を行い、県や市の男女共同参画
推進事業との相乗効果をもって、幅広い年齢層に対する男女共同参画への理解を深めてい
く。

出雲市

10月

100,000

出雲市

12月

男女共同参画の推進が、「地域（まち）づくり」の必要条件であることを提起するため、講演会
500,000 を開催する。基調講演、手作りのパネルディスカッションを実施し、この事業をまとめた冊子を
作成する。各地区での「地域（まち）づくり」に直結する視点でとらえていく。

10月〜19年3月

ＤＶ被害者である女性と子どものための民間シェルターを、県内に新たに1カ所設立する。緊
750,000 急一時保護や、様々な自立支援を行い、当事者をエンパワメントしていく、息の長い活動支援
を続ける。
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「次代を担う人づくり」を推進する活動
事 業 名

団 体 名

実施地

実施月

助成決定額

事業概要

23 2006コンセーレ…秋

リトム

出雲市

10月

500,000

忘れつつある日本の歌を次世代の人たちに伝え、それが歌い継がれていくことを目的にコン
サートを開催する。出演者は、地元の合唱団、ダンス教室の子どもたち等で、「おばあちゃん
の子守歌」を会員が披露する。人の心を唄い綴った名曲をもう一度掘り起こし、「美しき日本」
を再発見できるコンサート内容にしたい。

24 子育て応援事業「子育てつぶやき大賞募集」

菜の花クラブ

江津市

10月

170,000

子育て中の方や、厳しい時代に子育てを頑張ってきた年輩の方を対象に、子育てに関わる心
のつぶやき（50文字以内）を募集し、これからの子育てに役立てられるよう冊子にまとめ配布
する。また、講演と人形劇による子育てフォーラムを開催し、応募者の表彰式を合わせて行
う。

25 中原ひとみ文化講演会〜命こそ宝・心も宝〜

浜田マリンライオンズクラブ

浜田市

11月

500,000

次代を担う青少年が心も命も健全で生きてもらいたい願いを込め、健康と命の尊さを、講師
自身が経験した事（息子の死、自身の癌克服等）を通し、「生きる」事の大切さを伝える講演会
を開催する。講演終了後は、「健康」と「生きる」大切さをテーマに市民と会員とでワークショッ
プを開催する。

実施地

実施月

漁業協同組合ＪＦしまね出雲地区
女性部

出雲市

10月〜12月

100,000

ＥＭによる活性液を使い、河川の浄化、悪臭対策や生ゴミの減量化を図る。各地域で生活排
水や生ゴミの問題についての勉強会を開き、その中でＥＭ活性液の培養の仕方などを学び、
各家庭への普及に努める。講師には出雲市にＥＭを広め無農薬農業を実践している方や普
及に向けて活動している方を呼び、会員も一緒に指導にあたる。

ＦＧＣ（花と緑のクラブ）

出雲市

10月〜19年3月

240,000

地域に花や緑を増やし潤いと安らぎのあるまちづくりのため、四季折々の花苗を育て、手作り
のプランターに植え町並み100カ所余りに設置し、年間を通して管理する。また、会員が育て
た花やハーブ、緑の野菜を使ったクッキング教室やアレンジフラワー講座などを開き、地域住
民との交流を深めることにより活動の輪を広げていく。

「水と緑豊かな環境づくり」を推進する活動
事 業 名

26

海へ流れる水（生活排水）をきれいにする活動
下水道が泣いてるヨ

27 花と緑で交流の輪とまちづくり

団 体 名

助成決定額

助成決定件数 助成決定合計額

27件

3 ページ

¥8,150,000

事業概要

