公益信託しまね女性ファンド 平成19年度追加分決定事業一覧
「魅力ある地域づくり」を推進する活動
事 業 名

ミュージカル ワークショップ

団 体 名

風花企画

実施地

実施月

大田市

平成20年1月

助成決定額

事業概要
大田市にミュージカル文化の定着を目指し、ミュージカルワークショップを開催する。昼・夜の
コースに分かれ、それぞれ一つの曲に演出、振り付けを行い完成させ、最終日には合同で発表

220,000 しあう。ミュージカルをとおして、歌・踊り・表現することの楽しさや、完成するまでの過程から人と
の繋がり、思いやりの心を育む機会としたい。

行列のできる奥出雲ファンタジー
〜皆、集まれ！布のマジックへ〜

綿恋くらぶ

綾秦節さんによる「パリと着物文
きものサークル和心「やすらぎ」
化」講演会並びに帯の結び方実習
「続・浜田に引っ越してきたときに読
む本」発行＆転入者を対象とした 浜田の転入者を応援する会（通称：
「浜田の食材・料理教室」イベント実 はまてん）
施

奥出雲町

10月〜
平成20年1月

奥出雲町の草木を利用して、草木染めの心和む優しい風合いを体験してもらう「草木染めの会」
と、子どもと大人が共同制作する「みんなで作るパッチワークの会」を実施し、そこで制作した作
400,000 品展を開催する。また、百人一首の会 山里会 に参加してもらい、草木染めと百人一首を組み
合わせた作品を制作・発表し、その世界観を堪能していただく。

隠岐の島町

10月

160,000 の結び方や小物の使い方等のワークショップを開催する。和服に対する知識や興味を持っても

きもの研究家の綾秦節さんによる、フランスにおける日本文化や着物文化の講演会のほか、帯
らい、忘れがちな日本の文化を見直し、感性豊かな活力ある地域づくりを目指す。

浜田市

11月・
平成20年1月

昨年度発刊したいへんん好評であった「はまボン」の内容をさらに充実し、ページ・部数を増や
し、より一層「はじめての浜田暮らし」をサポート出来る情報誌を制作する。また、転入者を対象

420,000 とした浜田の食材を使った料理教室を開催し、転入者同士の交流・仲間作りの場を設けること
で、浜田をより良く知ってもらう機会とする。

歌声の溢れる町に！
浜田市民合唱団結成３５周年記念 浜田市民合唱団
コンサート

浜田市

11月

35周年の節目として会員のほか、地元の浜田高等学校の合唱部や桑の木園、ＯＢ・ＯＧのメン
バーとともに「音楽の溢れる町・文化薫る町」を合い言葉に、記念コンサートを開催する。プログ
500,000 ラムは3部構成で、美しいハーモニーと舞台や衣装の演出に工夫をこらし、来場者も一体となっ
て楽しめる内容とする。

結成２５周年記念コンサート

出雲市

平成20年1月

230,000 き、合唱だけではなく、歌に合わせ振り付けや体型移動を取り入れ、動きのある舞台になるよう

結成25周年記念コンサートを開催する。地元中学校の吹奏楽部やアコーディオン演奏者を招

混声合唱団 メイ・コール

工夫し、観て、聴いて、観客も一緒に歌い楽しめるコンサートを目指す。

「みんなで描こう松江」スケッチ大会
水彩クラブＡ・Ｔ
＆展覧会

松江市

11月

広く参加者を募り、松江・宍道湖等の魅力を描くスケッチ大会を開催する。また、身近な自然風
景、文化のある町並みの佇まいなどを水彩・油彩・デジタル絵画・文章などで表した作品の展覧
200,000 会を開催するほか、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。絵画交流を図り、地域の文化活動の推進につなげていく。

映画上映と監督のトーク「終わりよ
ければすべてよし」（終末を考える 「高齢社会をよくする会」ぶどうの会
シリーズ１０回記念）

松江市

12月

500,000 られるには」をテーマに、映画とトークをとおして、生き方や心の在り方を学び、自分自身のより

左鐙に住もうよ
左鐙地域定住促進事業

左鐙の将来を考える会

昨年東京国際女性映画祭で上映され好評を得たドキュメンタリー映画「終わりよければすべて
よし」の上映会と、制作監督羽田澄子さんのトーク会を開催する。「最期までより人間らしく生き

良い終末を選択する意義を考える会としたい。

津和野町

10月〜
平成20年2月
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津和野町佐鐙地域は、過疎化の流れの中、地域コミュニティの象徴でもあった小学校の統廃合
という問題を意識せざるを得ない状況にある。そこで、小学校の存続と、地域の活性化に向けた
300,000 Ｕ・Ｉターンによる定住を促進するため、短期山村留学と定住に関する研修会を開催する。佐鐙
地域の住民が団結し、効果的な定住事業を展開していきたい。

公益信託しまね女性ファンド 平成19年度追加分決定事業一覧
「男女共同参画社会づくり」を推進する活動
事 業 名
いっしょに考えてみよう！！
男女共同参画社会

団 体 名

大田ネットワーク「ひまわり」

「男女共同参画社会づくり」を推進
二輪草の会
する活動

実施地

実施月

大田市

10月〜
平成20年2月

男女共同参画の講演会などには、男性や高齢者の方の参加が少ない。そこで、様々な人が集
まる地域行事（文化祭や老人会）の中で、男女共同参画の寸劇をとおして推進活動をしている
80,000 出雲市の「劇団青い鳥」と浜田市の「アクアス姫」の皆さんに身近な事例を題材に上演していた
だき、参加者へ楽しみながら、気付き、考えてもらう機会とする。

飯南町

10月・11月・
平成20年2月

100,000 者と地域住民の合同学習会を、各公民館や保育園にて開催する。また、啓発情報紙かわら版

助成決定額

事業概要

日常生活（家庭生活）における固定的役割分担意識の改革や地域における人権学習（特に男
女共同参画社会づくり）の推進を図るため、人権講演会、会員による寸劇の上演、保育園保護

を作成する。

桂吉弥落語独演会と参加者との
トーク会

陽だまりの会

松江市

平成20年2月

「プリエールねっと」のプリエールフェスティバルにて、落語家 桂吉弥さんによる「落語界の男女
共同参画」講演会を開催する。自身の子育てや夫婦についてのお話しや、命の大切さについて
100,000 考える啓発と研修の場とし、特に若い世代にも男女共同参画について考え学んでもらう内容と
する。

デートＤＶ啓発事業

益田市男女共同参画ワーキンググ
ループ

益田市

平成20年2月

100,000 し、深刻な被害の予防へと繋げるため、高校生への啓発授業と、地域住民、教職員や行政職員

地域でのＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）に関する相談が年々増加する今、早い時期からＤＶ
がどのようなものかを気づかせ、「デートＤＶ」がＤＶとともに重大な人権侵害であることを周知

を対象とした講演会を開催する。

川柳で築く男女共同参画社会・入
門編

スキップの会

女性人権相談事業

リング・ベル

邑南町

11月・
平成20年3月

男女共同参画をテーマとした、川柳入門講座を開催する。朝日新聞しまね柳壇選者の松本文子
さんを講師に、川柳のポイントやコツを学ぶ。参加者の作品は町の広報誌や公民館に展示する
100,000 ほか旬報を発行し、地域の皆さんに紹介することで男女共同参画社会を進めるための意識を高
めていく。

益田市

12月

100,000 学ぶ講座を開催する。女性の人権問題について周知してもらい、来年度開設予定の「女性人権

日々の生活に関連する法律や、社会問題となっているＤＶについての法律の知識を弁護士から
相談窓口」のＰＲを行う。また、会員の自主研修も行い、専門機関との連携を図っていく。

核家族化が進み、地域住民との交流が希薄になっている現代、家庭や地域で伸びやかな子育

いずも地域における男女共同参画 男女共同参画サポートクラブ「ス
テップｂｙステップ」
の実現に向けて

出雲市

自覚安全術 ラカス講習会 レベル
ＣＡＰしまね連絡会
１・２

出雲市

10月

暴力被害に遭った女性の立ち直り支援及び予防として、ニューヨークで生まれた女性のための
護身術「自覚安全術ラカス」を学ぶ講習会を開催する。実技をしながら身体を動かしたり、話し
290,000 合いをしながら暴力に対してどのように自分を守れるかを発見する。また、自分だけでなく他者
もエンパワメントできる人材を講座をとおして育成することを目的としている。

しまね女性まつり

松江市

平成20年2月

300,000 し、しまね女性会議構成団体の意義・目的を広く県民の皆さんに理解していただだき、男女共同

しまね女性会議

平成20年1月

100,000 て方法を考え、その中で男女共同参画の在り方を理解してもらう講演会＆フォーラムを開催す
る。参加者からの意見を大切にしながら、一歩一歩前進し、実践活動へと繋げていきたい。

「女性の人権」をテーマに、九州女子大学教授の堤かなめさんの講演会や男女共同参画寸劇
の上演会を開催する。また、しまね女性会議によるバザー等の催しや、活動パネル展を出展

参画社会の実現を目指す。

パソコンの いろは 教えます！
〜はじめてのパソコン、体験してみ Ｏｆｆｉｃｅ Ｎ （オフィス エヌ）
ませんか？〜

雲南市

11月〜12月
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子育てが一段落し、就業意欲をもった女性がいるのに、スキル的な問題から、再就職に不安を
持つ方が少なくない。そこで、スキルを持ち合わせた会員が講師となり、パソコン未経験者の方
100,000 を対象に、実際にパソコンに触って体験してもらうことで、その利便性や楽しさを感じてもらい、
パソコン生活への第一歩を踏み出す手助けとなるパソコン講習会を開催する。

公益信託しまね女性ファンド 平成19年度追加分決定事業一覧
「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

10月

神楽笛から独立し、「横笛」で様々な曲を演奏する楽しさや喜びを仲間同士で分かち合える学び
の場として活動している。その活動成果を発表する場として、また幅広い世代に「横笛」の素晴
450,000 らしさを知ってもらい楽しんでもらえるよう、シンセサイザー奏者や神楽団と共演するなど創意工
夫を凝らした舞台「伝統芸能フェスティバル」を開催する。

12月

400,000 象参加者も分けての内容とし、それぞれの年齢層にあった内容を提供する。作家との出会いを

２００７伝統芸能フェスティバル

長久公民館横笛教室

大田市

板東元（旭山動物園 副園長・獣
医）講演会

読み聞かせボランティア さくらん
ぼ

出雲市

助成決定額

事業概要

北海道旭山動物園副園長の板東元さんを講師に、動物の生きる姿から命の尊さを子どもから
大人に伝える講演会を開催する。講演会は2日間に分け、小学生、中・高校生、一般（大人）と対

とおして、子どもたちの本を読む環境を整える必要性を感じてもらい、一緒に考えていきたい。

子どもの読書を考える講演会

子どもの読書を考える会

コスモス・フォーラム２００７ ｐａｒｔ２
〜次代を担う人づくり（人生の岐路 かわとコスモスの会
から夢の実現へむけて）〜

親子で人形劇を楽しもう （子ども 隠岐の島町 小・保・幼で子どもの
達の豊かな心の育ちを願って）
豊かな心の育ちを願う会

性・いのちの尊さ学習支援事業

自分づくりの会

斐川町

11月

読解力をテーマに、読解力の高さを示したフィンランドの読書教育事情に詳しい北川達夫氏を講
師に迎え、子どもたちは文章を正確に読みとる力をどのようにして身につけていくのかを学び、
100,000 読書活動支援をとおして子どもの豊かな育ちを支える輪を広げていくための講演会を開催す
る。また、参加者のアンケート結果をまとめ機関紙を発行する。

出雲市

12月

500,000 との繋がりの大切さを学ぶ機会としたい。参加者には、講師から自分が聴きたい内容を事前に

地域の「子育て」を応援する事業として、スポーツをとおして考えるフォーラムを開催する。アメリ
カ大リーグ球団で活躍している現役トレーナーを講師に迎え、目標に向かって努力することや人

募り、フォーラムの参加者が一体となってこの事業に参画出来るよう工夫する。

隠岐の島町

12月

本物の人形劇を一度も見たことのない隠岐の島町の子どもたちに、保護者と小学校、保育園、
幼稚園の関係者が一体となって、東京から「人形劇団プーク」を招いての鑑賞会を開催する。人
450,000 形劇をとおして、子どもたちの豊かな心を培うとともに、劇団員による家庭教育の根っこについ
ての講演会を同時開催し、家族のつながり、親子の絆の大切さを考える会とする。

出雲市

10月〜
平成20年3月

30,000 を精力的に推進されている原田豊医師を迎え、まわりの大人が出来ることを一緒に考えていく

思春期・青年期のお子さんの保護者・家族や思春期支援に関心をお持ちの方を対象に、心と体
の健康づくりについて考える講演会を開催する。講師には、思春期の居場所づくりや支援活動

機会とする。

助成決定数

助成決定
合計額

25件

¥6,230,000
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