公益信託しまね女性ファンド 平成２７年度後期 決定事業一覧
①「魅力ある地域づくり」を推進する活動
№

1

事 業 名

アートとダンスからバリアフ
リーを考える事業

団 体 名

Ｄａｎｃｅｓ Ｃａｒｒｅ

地域おこし本『食べたい、伝
ＢＨＳ (Beauty Healthy
2 えたい、高津川のいなかご
Smile)
飯』出版事業

3 菜の花駅の学校

4 ＢＯＯＫ在月

5

6

7

菜の花駅の学校プロジェ
クト

ＢＯＯＫ在月実行委員会

みんな集まれ！笑顔いっぱ
ツインクル☆アラモード
いキラキラコンサート

おがっちの韓国さらん公開
講座

ＮＰＯ法人サードプレイス
研究会 韓国さらんプロ
ジェクト

コール野ばら25周年記念コ 女声コーラスコール野ば
ンサート
ら

実施地

松江市

益田市

大田市

松江市
浜田市

邑南町

松江市

雲南市

実施予定日 助成決定額

10月～平
成28年3月

10月～平
成28年3月

10月～平
成28年3月

10月1日～
31日

10月4日

10月17日
11月7日
12月5日

10月18日

事業概要

100,000

様々な世代・立場の人が、性別・世代間・障がいのバリアを取り、出会い・交流する場
として、誰でも参加できるアートとダンスイベントを実施する。ダンスワークショップを実
施し、10月に行われる松江水燈路でフラッシュモブを披露するほか、ダンスの出前
ワークショップを開催する。さらに、ダンスレッスンや臨床美術ワークショップを他団体
との連携により実施し、情報共有や意見交換を通して相互理解を深める。

490,000

地域の「食」を“知る・作る・食べる・体験する”の視点で紹介する益田市の高津川流
域地域のガイドブックを作成し、地元益田市民はもとより、市外の方にもアプローチす
るため県内の観光協会等へ無料配布する。地元の魅力を「食」の視点から知ってもら
うとともに、伝統行事や自然保護意識の推進に繋げ、地域活性化の一助とする。掲
載レシピの試食会も行い食文化や素材を認知してもらう。

140,000

農村の景観維持を目的に、住民グループが静間駅周辺の休耕田と耕作放棄地に菜
の花を栽培しており、この取り組みは徐々に周知されてきている。地域の花として定
着しつつある菜の花の活用法を探る、住民参加型のフィールドワークやワークショッ
プを実施する。播種（種蒔き）、養蜂のお話し、菜種油の搾取や調理実習を地元講師
の指導により行うほか、活動の報告を兼ねた写真展を開催する。

240,000

活字離れが進む現代、10月をBOOK在月と位置づけ、参加者とともに読書の楽しさを
共有する各種イベントを松江市と浜田市で開催する。個人が古本店主になる「一箱古
本市」や書評合戦「ビブリオバトル」、「リトルプレスコンテスト」を開催する。また、編集
者と古本ライターによるトークショーのほか、戦災から本を守った司書の活躍を描く映
画の上映会も開催し、本と人を繋げ活力ある町づくりをめざす。

280,000

地域住民を対象に、子どもから高齢者まで誰もが楽しめる音楽コンサートを午前と夜
の2部構成で開催する。午前はファミリー向けとし、女性の太鼓サークルと地元アマ
チュアバンドによる演奏会、夜は大人限定で、広島在住のバンドによる音楽＆ダンス
コンサートを行う。会場には地元女性団体等の活動ＰＲの場とし、加工品並びに手芸
品の出展や展示コーナーを設け、地域住民同士の交流を図る。

440,000

韓国の文化を知り、国際理解、相互理解を深める「韓国さらん講座」（全3回）を開催
する。当法人に所属するフリーアナウンサーが講師、司会進行、聞き手を務め、韓国
の文化振興に関わる方、韓国の文化風習等に詳しい方をゲストに招き、学びと交流
の場をつくる。この講座をきっかけに、韓国と日本の歴史や文化を知り、親睦を深め
る機会としたい。

210,000

雲南市吉田町在住の女性たちが集まった「コール野ばら」の結成25周年記念コン
サートを開催する。ゲストに雲南市で活躍している「わくわくお話し隊」を招き、戦後70
年にあわせ、戦後の復興の曲を生演奏と朗読劇を交えながら歌い、平和を願う気持
ちを広く伝える。また、会場が一体となって歌うコーナーや吉田町出身の“吉田くん”と
ともに歌や踊りを楽しむプログラムも設け、心温まる時間を共有する。
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マンマ・ヴォーチェ益田40周
8 年記念コンサート“ありがと マンマ・ヴォーチェ益田
うをハーモニーにのせて”

9

10

11

12

13

石央文化ホール合唱団“響” 石央文化ホール合唱団
第8回演奏会
“響”

隠岐の島町婦人会60周年
（5周年）記念公演

隠岐の島町婦人会

伝統文化にふれる～噺・浄 古典を「語る・奏でる・舞
瑠璃・舞～
う」会

表現するよろこび～心に響く 浜田子ども達の未来を考
絵、書、本、音との出会い～ える会

耕畜連携による魅力ある里 しまね和牛女性ネット
づくり研修
ワーク華久里

阿刀の幻想 尾八庵大蛇物
語
14
阿刀の庄姫の会
平成の世に舞い降りた大蛇
～大蛇が少女に恋をした～

15 地球のステージ益田2015

地球のステージ益田実
行委員会

益田市

浜田市

隠岐の島
町

松江市

浜田市

10月25日

11月8日

11月7日

11月8日

11月26日
～29日

11月27日
大田市他 ～28日、平
成28年2月

江津市

益田市

11月28日
11月29日

12月5日

500,000

益田市内の女性でつくる合唱グループ「マンマ・ヴォーチェ益田」の結成40周年記念
コンサートを開催する。40年間の歩みの中で練習してきた楽曲から選曲し、豊かな広
がりのあるハーモニーを披露する。コンサートは3部構成で行い、ゲストに指揮者や中
国古筝演奏者を迎えるなどし、観客を魅了する華やかなステージを展開する。活動を
支えてくれたすべての人たちに感謝の気持ちを伝えるコンサートとしたい。

500,000

石央文化ホールを拠点に活動する合唱団として平成18年に結成し、自主公演活動等
を続けている。メインテーマは「家族愛」で、混声合唱組曲、ポピュラーソング等から選
曲し、曲に込められたメッセージを伝えるとともに、「かけがえのないもの」との思いを
観客と共有する。初の試みとして、異なるジャンルの団体と交流する「ふれあい交流
ステージ」の時間を設け、地域の音楽文化の向上と発展をめざす。

500,000

昭和23年に隠岐の島連合婦人会が産声をあげ、その後島前・島後2つの地域に分か
れ隠岐の島町婦人会となり60年の節目を迎えるにあたり、これまでの歩みを振り返る
と共に、これから婦人会が果たす役割を再確認し、地域住民の皆様と一緒に町づくり
を考える契機となる記念事業を開催する。県連合婦人会会長による講演、婦人会の
活動発表のほか、民謡や踊りを披露する華やかなステージイベントも実施する。

500,000

日本舞踊、上方落語、常磐津を初心者にも分かりやすく、レクチャーと実演、トークを
交えて展開する。日本舞踊では島根の神楽を題材とした「神楽娘」をオロチ、スサノ
オ、稲田姫等5つの面を使って常磐津の生演奏で踊る。子どもから大人まで日本の伝
統文化にふれる機会をつくり、その美しさ、素晴らしさ、面白さを伝え、同時に島根に
伝わる神話を取り入れ、魅力ある島根を再認識してもらう。

200,000

ふるさとに縁のある芸術家たちの作品（絵画・書・書籍・石州和紙等）展示会を開催す
る。子どもから大人まで幅広い年代を対象に、誰もが寛いで展示物を見たり、本を読
んだりできるよう配慮した空間づくりを工夫するとともに、２人のゲストによる講演と石
州和紙のワークショップを開催し、島根の自然や文化について認識を深め、表現する
ことの喜びを通して、ふるさとへの誇りを育む機会とする。

300,000

耕畜連携による豊かで暮らしやすい地域社会の実現をめざし、先進的に取り組んで
いる香川県内の畜産農家とファーマーズマーケットの視察研修を行う。大量に出る堆
肥の商品化に成功した畜産農家やオープン半年で来店者20万組を達成したマーケッ
トのブランド商品開発や運営方法など、島根の畜産経営の発展に繋がるヒントを学
ぶ。視察研修後は情報共有を図るため報告会を開催する。

500,000

団体で創作した物語「平成の世に舞い降りた大蛇」からオリジナル曲を制作し、江津
市跡市町にある古民家「尾八庵」においてヴァイオリンコンサートを2日間（4公演）開
催する。江津市在住のアーティスト制作による大蛇を屋内に飾り、照明等の演出に工
夫を凝らすほか、ヴァイオリンの演奏と共に大蛇の力強いパフォーマンスを繰り広げ
る幻想的なステージを展開する。跡市の魅力発信、活性化の一助としたい。

450,000

医師の桑山紀彦さんが海外での医療支援活動や東日本大震災の実体験を元に、各
地で出会った人々の姿を映像と音楽、語りでつづる「地球のステージ」を開催する。同
時に、地元出身の青年海外協力隊ＯＢによる赴任国での活動報告会を行うほか、国
際協力パネル展（ポスターセッション）や世界のお茶を楽しみながらステージを振り返
る茶話会を開催する。高い人権意識や国際協力意識を育む機会とする。
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②「男女共同参画社会づくり」を推進する活動
№

16

17

事 業 名

団 体 名

男の生活力アップ講座～つ つろーて浜田（浜田市男
ろーて仲間づくり～
女共同参画研究会）

男女共同参画啓発番組制
作

大田ネットワーク「ひまわ
り」

シングル女性のライフストー
18 リーを聞く会およびエンパ
るりっく
ワーメントセミナー

19

聞いて・見て・遊んで つなが 特定非営利活動法人お
りの中で子育てを楽しむ
やこ劇場松江センター

みんなちがってみんない
い！！
島根県雲南市男女共同
20
こどもの未来を育てようプロ 参画サポーター
ジェクト
みんなで考えよう これから
ファザーリング・ジャパン
21 の働き方～男女・地域が笑
中国（島根支部）
いあえる社会を目指して～

22

映画「何を怖れる」上映会＆ 映画「何を怖れる」上映
監督松井久子さん講演会
実行委員会

実施地

浜田市

大田市

松江市

松江市

雲南市

松江市

松江市

実施予定日 助成決定額

10月～平
成28年3月

10月～平
成28年3月

10月、平成
28年2月

10月～平
成28年1月

10月10日
～11日

10月12日

11月28日

事業概要

110,000

男性の生き方を見つめ直し、生活をより充実させ自立するという意識の高揚を図るた
め、男性の自立支援を目的とした講座を市内4カ所の公民館（周布、三隅、国府、石
見）で開催する。調理実習のほか、家事の自立度や固定観念意識について考え共有
する場を設け、意識改革を図る内容とする。さらに、参加者同士が交流を深め、家庭
や仕事場以外の仲間づくりへ発展できる機会としたい。

90,000

市民へ男女共同参画の意識啓発を効果的に伝える方法として、しまね女性センター
所管の「男女共同参画川柳」を活用した啓発番組（1分45秒×3本）を制作し、ケーブ
ルテレビで長期に渡り放映する。世界遺産・石見銀山遺跡の中心にある大田市大森
町の町並みや寺院を舞台に撮影を行い、銀堀の家庭生活や子どもの遊びを再現す
る中で、気づきや意識の見直しを取り入れた設定にする。

100,000

日本社会は依然として結婚しない生き方を選択した女性が生きやすい社会になって
おらず、社会的孤立の危機に晒されている。この現状を変えるため、社会的弱者の
孤立防止と自立支援の活動に取り組んでいる講師から海外の事例について報告を
聞くエンパワーメントセミナーと、シングル女性が語る自身のライフストーリーを聞く会
を開催し、内容をまとめたレポートを広く配布する。

500,000

男性自身が積極的に育児に関わることで、子どもの健全な育成、母親の負担軽減等
が図られると考える。そこで、父親としての役割を考える講演会とワークショップ、舞
台鑑賞会を開催する。学ぶ・遊ぶ・観るをキーワードに5つの事業を展開し、子どもと
の具体的な関わりの中で育まれる親子の繋がりを体感するとともに、夫婦や参加者
同士の関わりを通して、社会全体で子育てをしていく大切さを考える。

230,000

オリジナル啓発絵本を制作し、読み語り等を実施する中で、ハンディを持つ子どもへ
伝える方法の難しさを始め、周囲の無理解の中で孤立し苦しむ家族・当事者がいるこ
とや離職、離婚による母親の孤立問題が見えてきた。そこで、家族や当事者に対する
理解、障がいに対する知識や支援の方法について学ぶ講演会やワークショップ、トー
クショーを開催し、気づきや適切なサポートを整える体制づくりをめざす。

100,000

ワーク・ライフ・バランスの推進を図るため、有識者の講演と多様な働き方・生き方を
実践している経営者や労働者による参加型のディスカッションを開催する。働き方を
見直し、男女がともに働きやすい職場づくりや地域とのかかわりを考え、それぞれの
希望に合った結婚・出産・育児ができる地域づくりをめざす。また、子連れでも気軽に
参加できるよう託児やバルーンアート、読み語りなどのキッズコーナーを設ける。

270,000

1970年代の日本のウーマンリブに始まり現在に至る日本のフェミニズムの歴史と日
本を代表するフェミニストたちの活動を綴るドキュメンタリー映画の上映会と、この映
画の監督である松井久子さんの講演会を開催する。日本における男女共同参画の
様々な取り組みの礎としての女性たちの活動の軌跡を振り返り、改めて男女共同参
画の意義と大切さを広く知ってもらう機会とする。
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23 未来つなぐ衣食住

出雲國いのちのプロジェ
クト

出雲市

11月～平
成28年3月

実施地

実施予定日 助成決定額

440,000

女性の身体の疑問などを話しあえる場所として、衣食住をテーマにした講座を全4回
開催する。季節の食材を使って作るお手当教室を始め、女性の身体に優しいと言わ
れている布ナプキンのお話、伝統的な暮らし方から見える先人たちの知恵や現代の
暮らしに生かせるヒントを学び、女性たちの豊かなライフスタイルを創造する場とす
る。また、講座の内容をまとめた冊子を作成・配布し情報共有を図る。

③「次代を担う人づくり」を推進する活動
№

事 業 名

団 体 名

第7回 児童文学講座 斉藤
24 敦夫氏講演会～イギリス
しまねブックトーク研究会
ファンタジーの楽しさ～

25

みんなの森フェスティバル
2015

森フェス

ガールスカウト島根県第３団
２５周年事業「きれいな心と ガールスカウト島根県第
26
なんでもできる手～広くひら ３団
く外へひらく～」
忍者、多伎のまちをはしる！
27 ～共に関わり、響き合う遊び たきっこ☆キラリ
プログラム～

28

子どもを守れる「親」にな
る！

楽ちん抱っこクラブ☆て
ごの会

講演会 性相近し 習い相
通し「心の発達を促す親の
29 力」～童謡は心のふるさと、 めだか論語普及会
優しさを育てるエキスがいっ
ぱい～

松江市

出雲市

出雲市

出雲市

大田市
松江市
出雲市

松江市

10月4日

10月18日

10月24日

11月7日
11月8日

11月7日～
10日

11月23日

事業概要

130,000

名作が読まれなくなっている昨今、子どもたちに関わる大人が理解と関心を持ち、子
どもたちにより良い児童書を届けるため、イギリスで100年を超えて読み継がれてい
るピーターラビットを日本に紹介した児童文学者の斎藤惇夫さんによる講演会を開催
する。日本の児童文学に多大な影響を与えたイギリスファンタジーの楽しさのほか、
子どもにとっての読書の大切さや大人の向き合い方なども指南していただく。

320,000

親子で楽しむ野外フェスティバルを出雲いりすの丘公園で開催する。子どもたちの想
像力をかき立て、好奇心を養う物づくり体験ができるワークショップを始め、手づくりの
お菓子屋台やフリーマケーケット、音楽やダンス、バルーンアートのパフォーマンス等
のイベントステージを開催する。授乳室やおむつ交換スペースを設置し、小さな子ど
も連れの家族も安心して過ごせるよう配慮する。

150,000

体験学習スタンプラリーとゲストによる音楽ライブを開催する。体験学習スタンプラ
リーは、子ども同士が教え合い学び合う場として、救急法や野外テント寝袋体験等5
つのブースを設置し、コミュニケーション力の向上や成功体験を通して自信を得られ
るきっかけづくりとする。遊びやルールを共有することで人と関わる楽しさや喜びを体
験してもらい、子どもたちの豊かな人間性を育む契機とする。

220,000

主に多伎町在住の小学生と大人を対象に、参加者が自ら主役となり、人と関わり、創
造的活動を行うために“その日その時に出会った人で流れが変わり、同じものは何ひ
とつ存在しない遊びプログラム「忍者あそび」”を開催する。また、それに伴う事前の
準備・大人の学びや事後の振り替えりと、地域へのフィードバックも含め事業を展開
する。地域全体で子どもたちを暖かく見守り支えていく体制づくりに繋げる。

500,000

「我が子を守れる親になる！」をテーマに、防災、小児救急、抱っこの講座を大田市
（あすてらす）、出雲市（ビッグハート出雲）、松江市（いきいきプラザ島根）で開催す
る。技術や知識の習得だけではなく、子どもの心と対話をしながら自信を持って子育
てをしていけるよう、根っことなる「親力」を育てることをねらいとする。子育て世代を中
心に、子どもに関わる方、地域の防災に関わる方を対象とする。

160,000

社会環境が大きく変わり、ネット社会の中で人と人の繋がりも薄くなり、親子関係も地
域社会も“本”となるものが失われてきている。今回は親子を対象に、親から子へ何を
伝えることが大切なのかを学ぶ講演会を開催し、将来を担う子どもたちの健全育成
の一助をめざす。講演のほか、保育園児～小学校3年生（総勢60名）による論語の素
読の発表も行い、論語に親しむ機会とする。
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30

31

「こどもこそミライ」上映会＆ 特定非営利活動法人し
ワークショップ
まね子どもセンター

じょうぶな子どもをつくる基
本食

一般社団法人島根県助
産師会

松江市

松江市

80,000

子どもたちのミーティングの時間を設けている子どもクラブ、１日のほとんどを野外で
過ごす幼稚園、ハンディの有無によらず誰もが一緒に学ぶインクルーシブ教育を取り
入れている保育所など、まったく新しい保育のかたちを実践している保育現場を追っ
たドキュメンタリー映画の上映会を開催する。また、子どもが育つために大人がすべ
きことを話し合うワークショップを行い、子ども支援を地域社会に広める。

12月6日

500,000

「産み・育てやすい」からだつくりには、食生活の改善による心身の健康を向上させる
ことが重要であると考える。そこで、管理栄養士の講師から「じょうぶな子どもをつくる
基本食」についてお話いただくほか、益田市の完全米飯学校給食の取組や産婦人科
医とのパネルディスカッション、島根の古き良き文化を発信する映画監督の錦織良成
さんの特別講演を織り交ぜ、家庭や学校の食生活のあり方を考える機会とする。

助成決定
件 数

助成決定額
合 計

31件

9,250,000

11月28日
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