公益信託しまね女性ファンド 平成２８年度前期 決定事業一覧
①「魅力ある地域づくり」を推進する活動
№

事 業 名

団 体 名

川本めだか論語塾
1 ～高齢者にもやさしい地域づく 川本めだか論語普及会
りをめざして～

2

三瓶さくら祭 六千本桜の里を
志学さくらの会
育てよう

3 Matsujyo Celebration

Matsujyo 実行委員会

4 古代出雲の薬草文化を未来へ 古代出雲薬草探究会

5 カメラ女子 写真コンテスト

6

フォトクラブひまわり

商業女子の東出雲を魅力化す
東出雲商業女子会
るフリーペーパーの創刊

四季の伝統食と薬膳アレンジ
7 キッチン
あらめ中医学研究会
～中医学の基礎講座～

8 三瓶で米づくり体験ツアー

三瓶米づくり体験ツアー実行
委員会

実施地

川本町

大田市

松江市

出雲市

出雲市

松江市

松江市
雲南市

大田市

実施予定日 助成決定額

通年

4月10日

4月16日～
17日

4月
6月
8月

4月～9月

4月～9月

4月～平成
29年1月

5月
9月

事業概要

350,000

困難な時、悩んだ時、判断に迷った時、生きる力の拠り所となる論語の美しい言葉に触
れ、奥深さを学ぶ「論語塾」を開催する。年間を通して論語塾を実施するとともに、幼稚園
児を対象に行う「子ども論語塾」や参加者を募り県内・県外研修を行い、論語の学びを地
域社会に還元し、地域に根ざした活動を展開していく。思いやりのある優しい人づくり、地
域づくりをめざす。

170,000

約7kmの桜の里（三瓶東地区一般農道）を自由に散策してもらい、桜や自然の保全活動
を推進することを目的にさくら祭を開催する。午前・午後の2回、スタンプラリー形式で地
元を知り尽くしたガイドによる解説付きの散策コースを設定し、志学の自然や名所を知っ
てもらう機会とする。10年に渡り地元住民や小中学校、協賛企業とともに植樹し大切に
育てた桜を多くの方と愛で春の喜びを分かち合う。

500,000

松江のまちを愛する女性たちの力を集結し、新総合体育館オープニングイベントの中
で、心身の健康に役立つステージプログラム、ワーク・ライフ・バランスやまちづくりに関
するアンケート調査の実施、「松江の素敵なキラキラ女子」等のトークカフェを開催する。
体験や買い物を気軽に楽しめるブースも設け、女性たちの活動成果を発表する場、交流
を深める場、まちへの関心を生み出す場としたい。

290,000

出雲風土記には出雲に自生していた草木112種が記され、うち薬草が61種類と半分以上
をしめている。それらの植物は現在もほとんどが身近にあるが、薬草への知識や使用方
法は知られていない。そこで、出雲風土記に出てくる薬草をテーマにした講演や四季
折々の身近な薬草を使った薬膳調理実習・試食会等を開催するほか、事業内容を小冊
子にまとめ、効能や活用術を広く周知する。

70,000

写真をとおして地域の魅力を再発見するとともに、心豊かなライフスタイルの創出を目的
に、写真コンテストを開催する。応募者は女性限定で、年齢制限は設けず幅広い世代か
ら募集し、審査の後、入賞作品の展示会、表彰式のほか、写真の撮り方講習会を実施し
て、写真の面白さを体感してもらう場を設ける。展示会等を通じて新たな交流の構築を図
り、地域活性化の一助とする。

450,000

地域住民をはじめ、ＵＩターンの若い世代に地場産業の周知と学ぶ場を提供することを目
的に、フリーペーパーの制作と親子調理実習を開催する。テーマは「揖屋蒲鉾」で、フ
リーペーパーには歴史をはじめ、栄養素やレシピ等の情報を掲載し、学校や公共施設、
商店等に配布する。調理実習では揖屋蒲鉾を使った料理を講師から学び、地元食材の
大切さや地域づくりについて一緒に考える機会とする。

500,000

食べたい時に食べたい物が食べられる便利な時代となった一方で、原因不明の身体の
不調を訴える人も多い。そこで、季節の伝統食を中医学の観点から見直す「四季の薬膳
中医学教室」を雲南市と松江市の2会場（各4回ｼﾘｰｽﾞ）で開催するとともに、身近な山野
草等を学ぶ「風土記植物講演会」を松江市で開催する。終了後、事業内容をパンフレット
にまとめ広く配布し健康な食生活を送るためのヒントを提供する。

280,000

田んぼでの米づくり体験を軸に、三瓶の食材を使った郷土料理や山菜採り・温泉など農
と食、観光を組み込んだ体験ツアーを実施する。春の田植えでは、田植えばやし保存会
と早乙女とともに花田植えを行い、受け継がれてきた農と伝統芸能が融合した三瓶なら
ではの体験プログラムを提供する。また、三瓶の滞在期間を増やす工夫として宿泊プラ
ンを設け、自然観測や蕎麦打ち体験等も行う。
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9

10

11

12

大人の女性のまちあそび「もう
アスティママ
一つのバラ色人生ゲーム」

いっしょに学ぼう・楽しもう 文
手捏ね工房“祥”
化講座

第20回雲南合唱フェスティバ
ルｉｎ木次

第27回女声合唱団フィオーリ
コンサート

ＲＩＳＩＮＧ ＳＵＮ

女声合唱団フィオーリ

国際ソロプチミスト浜田認証10
周年記念事業
13
国際ソロプチミスト浜田
クミコアコースティックコンサー
ト2016

出雲市

江津市

雲南市

出雲市

浜田市

6月5日

6月～12月

6月19日

7月3日

11月20日

420,000

中高年女性を対象に、商店街を楽しみながら散策するイベントを開催する。平田本町商
店街（アスティ本町通り）をゲーム盤に見立て、ルーレットを回して進む双六方式で行う。
医学、文学、園芸学のいずれかの講座を２つ以上受講することをルールに盛り込み、体
験を通して心豊かな一日を商店街で過ごしてもらう場とする。「顔が見える交流」をねらい
とし、地元商店街の活性化に繋げる。

160,000

ものづくりの楽しさや歓びを味わい、潤いのある豊かな生活に役立つ学習の場として6つ
の講座（草木染め、こけ玉、しめ縄づくり等）を開催する。親しみやすく参加しやすいよう
季節の行事に合わせた作品づくりとし、茶話会の時間も設ける。一人暮らしの高齢者が
多い地域の中で、文化講座をとおして参加者同士顔を合わせて話をしたり、指先や頭を
使うことで健康維持に繋げ、仲間づくりに発展したい。

60,000

雲南合唱連盟に所属する雲南市（9団体）、奥出雲町（2団体）、飯南町（1団体）の合唱
コーラスグループが一堂に会して、日頃の練習成果を発表し、交流や親睦、研鑽を図る
ことを目的に合唱フェスティバルを開催する。各団体の合唱発表のほかに、出演者と鑑
賞者が一緒に童謡や唱歌を歌う場を設けるほか、20回の節目として功労者の表彰を行
う。地域の合唱音楽の普及、音楽文化の向上をめざす。

500,000

本格的な合唱のレベル向上をめざすとともに、地元の音楽振興に貢献するため地域に
根ざした活動を継続し、昨年発足30年を迎えた。今回、作曲家でピアニストの横山智昭さ
んを客演ピアニストとしてお迎えし、女性合唱組曲「いのちのうた」を披露する。他に、全
日本合唱コンクールの課題曲・自由曲の発表やダンスなどを取り入れた華やかなステー
ジを展開し、来場者に音楽の素晴らしさを体感してもらう。

500,000

女性と子どもの生活向上支援活動のあゆみ及び今後の取り組みについてＰＲする場とし
て、団体の活動趣旨と合致する、人への優しい想いや戦争の悲しさ、震災復興活動をと
おして命の大切さを歌う歌手クミコさんによるコンサートを開催する。会場には10年のあ
ゆみを紹介する記録写真等のパネル展示や、大学、子育て支援センター等との取り組
みを紹介し、多くの方と情報共有及び交流を深める機会とする。

②「男女共同参画社会づくり」を推進する活動
№

14

15

事 業 名

子育てするお父さんを応援し
たい

ＵＮＮＡＮ多文化まちづくり事
業

団 体 名

特定非営利活動法人おやこ劇
場松江センター

ＵＮＮＡＮ多文化まちづくりカ
フェ

実施地

松江市

雲南市

実施予定日 助成決定額

6月～11月

6月～12月

事業概要

500,000

父親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。父親が様々な体験をとおして、自分なりの子育てスタイルを見つけ、
地域社会と関わることの大切さや子育ての楽しさを感じ、父親の子育てが豊かな社会づ
くりに繋がることへの理解を深める5つの事業（遊びのＷＳ、調理実習、講演会）を実施す
る。楽しみながら学べる啓発効果の高い内容を展開する。

100,000

雲南市には約220名の外国国籍の市民が暮らすが、散在地域のため同じ出身地の外国
人が身近におらず、生活や子育てへの不安、孤立といった問題を抱えている人も多い。
特に外国人女性は、言語、文化、価値観の違いや女性であることで複合的に困難な状
況にある。男女共同参画の視点に立ち、これらの問題を解消するため、多文化共生セミ
ナーや市民との交流の場をつくり、周知と理解を図る。
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③「次代を担う人づくり」を推進する活動
№

事 業 名

団 体 名

大住力氏講演会とＧｉｖｅｎ上映
愛言葉はスマイル！－pw：ｓｍ
16 会
ｉｌｅ－
～いま、ここ、みらい～

益田おやこ劇場結成45年記念
17 ミュージカル「すてきな三にん 益田おやこ劇場
ぐみ」
今どきの学校図書館ってオモ
シロイ！
18
学校図書館を考える会出雲
ワークショップ「学んでみよう図
書館活用学習」
よい子より幸せな子どもを育む
ために
19
心のホームを育む会
～子どもの自尊感情を育てる
心の「ＨＯＭＥ」とは～
ＵＮＮＡＮアートスタート2016
ＵＮＮＡＮアートスタート実行委
20 栗コーダ－カルテットコンサー
員会
ト

読み聞かせボランティアさくら
読み聞かせボランティアさくら
21 んぼ発足15周年事業
んぼ
小菅正夫氏講演会

実施地

松江市

益田市

出雲市

出雲市

雲南市

出雲市

実施予定日 助成決定額

事業概要

500,000

難病を患う子どもと家族の応援と共に、教育現場から刑務所、病院、企業に至るまで、
様々な分野での研修等を展開している講師を迎え、自分自身で考え行動する人材育成
教育のヒント等を学ぶ講演会と難病を患う家族にスポットを当てた映画「Ｇｉｖｅｎ」の上映
会を開催する。「生きる」ことや「本当のしあわせ」について考える機会とし、講演会・上映
会ともに午前の部、午後の部の２回開催する。

220,000

結成45年記念事業として、ミュージカル「すてきな三にんぐみ」の公演を開催する。準備・
運営等は子どもたちと連携して行い、体験を通じて豊かな個性や創造力を育み、健全育
成を図る。活動の歩みをまとめた写真パネルや資料等も子どもたちと制作し会場ロビー
に展示する。また、ニーズ等のアンケート調査を実施し、今後の活動について市民の
方々等と一緒に検討する場を設ける。

70,000

児童、生徒、保護者、学校教育関係者や関心のある方を対象に、学校図書館を活用し
た学習の面白さを知ってもらう講義とワークショップを実施する。講師から「学校図書館
の今とこれからを考える」をテーマにした講義をはじめ、辞書や図鑑、新聞等を利用した
ワークショップを指導していただき、みんなで学ぶ楽しさや今どきの学校図書館の役割な
どについて理解や関心をもってもらう機会とする。

380,000

ルポライター、ノンフィクション作家の北村年子さんを講師に迎え、子育てや子どもを取り
巻く様々な問題（いじめ、不登校、引きこもり等）解決の糸口を探る講演会と、「“ホームレ
ス”と出会う子どもたち」の上映会を開催する。子どもたちの自尊感情を守り育てることの
大切さを学び、大人としてどのような関わり方をするべきかを共に考え、子どもたちが抱
える悩みを受けとめられる大人の人材育成の一助とする。

500,000

優れた芸術文化体験プログラム・親子で楽しむ文化事業に取り組む。初年度となる今回
のメイン事業として、身近な楽器“リコーダー”に特化し、独自のサウンドを作り上げ高く
評価されているバンド・アーティストを招聘し、軽やかで温かな音色を０歳から大人が一
緒に体感する。他に講演やワークショップを展開し、生まれた時から上質な芸術体験が
できる場を設け、子どもたちの健やかな成長を育む機会とする。

12月11日
～12日

340,000

急激な自然環境破壊、少子高齢化､核家族化、高度情報化社会の到来など、子どもを取
り巻く教育環境は著しい変化を見せ、命の大切さを体得することができないという大きな
問題を抱えている。そこで、子どもたちが自他の命の大切さを認識し、 自分で何ができる
かを考え、地域社会全体で子どもの成長を育むことを目的に、旭山動物園前園長による
講演会を一般向けと子ども向けに分け２講演開催する。

助成決定
件 数

助成決定額
合 計

21件

6,860,000

5月22日

5月26日

6月～7月

9月11日

11月中旬
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