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募集要項

平成30年6月
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はじめに

■趣旨・目的

島根県松江市東出雲町を拠点に活動する、NPO法人かみいとうでは、町内の施設を、地域

の暮らしを支えるコミュニティ機能、地域間交流機能をあわせもつ施設としてのリノベー

ション（創造的刷新）を検討しています。

この取り組みにあたり、地元のみなさんとともに、多様性に溢れた地域の暮らしをデザイ

ンするコンテンツづくりに関心をもつ方のための新しい講座を開講します。

講座では、2回の現地実習と都内での講座を通じて、ローカル・コミュニティに多様性を生

み出す「グローカル・デザイン」の発想を学びながら、地域のみなさんとの一緒に進めてい

きます。

■テーマは、ローカル・コミュニティ＊グローカルデザイン＊小さな社会の多様性です。

本講座では、以下の３つのテーマを特徴として展開していきます。

①ローカル・コミュニティとつながる

本講座は、地元・上意東（かみいとう）地区の子ども、若者から高齢者のみなさんまで、

ローカル・コミュニティならではの、あたたかい人と人のつながりを感じながら展開します。

②グローカル・デザインの発想を学び、活かす

グローバルな価値観で考え、ローカルでアクト（活動）するという意味の造語「グローカ

ル」。本講座では、地域の価値をグローバルな視点で再発見する発想法や手法を学びながら、

コンテンツづくりについて話し合い、考える機会として展開していきます。

③小さな地域社会に多様性をデザインする。

これからの元気なコミュニティは、人口の多い／少ないではなく、日々の暮らしのなかで、

多様な価値観と出会える機会がある社会です。

本講座では、コミュニティのなかにさまざまな暮らし方や価値観をもった人たち（住民、

地域外の関係人口層）が集まり、地域に多様性を生み、育てていく場となるデザイン・プラ

ンづくりを展開していきます。

1



２

■対象施設「東出雲おちらと村」

「東出雲おちらと村」は、地域の高齢者の生きがいと、健康づくりのために整備された施

設です。施設名の｢おちらと｣とは出雲地方の言葉で｢ゆっくりと、のんびりと｣という意味

で、これまでに、健康づくり活動、木工やわら細工、竹細工などの体験やそば打ちなど調

理実習などによる交流の場として運営されてきました。



■対象者および参加条件等

◎本講座の趣旨を理解し、ローカルにおけるコミュニティの場づくりや地域づくりに関心が

ある方で、全３回の講座（島根県松江市東出雲での現地フィールドワーク、現地プラン発表

会》を含む）に参加可能な、20歳以上50歳未満の社会人、大学生の方。

◎PCスキル（Word）及びインターネット環境のある方。

■募集人数

８人

■実施スケジュールと開催会場 ※日程・会場等、都合により変更する場合があります。

講座回 月日 会場名 最寄り駅

説明会 ７月２８日（土）
イトーキ東京イノベーションセ
ンターSYNQA

・地下鉄銀座線「京橋」駅直結

第１回 ９月８日（土）～９日（日） 現地フィールドワーク ・島根県松江市東出雲町 内

第２回 ９月２３日（祝・日） アーツ千代田3331 ・地下鉄銀座線「末広町」駅

第３回 １０月２０日（土）～２１日（日）
現地でのプラン発表会
モニターツアー

・島根県松江市東出雲町 内

３

イトーキ東京イノベーションセンターSYNQA（シンカ）

会場案内地図【説明会会場】

東京都中央区京橋3-7-1 相互館110タワー 1-3F

京橋駅/ 東京メトロ銀座線 2番出口直通 宝町駅/ 都営浅草線 A4出口より徒歩3 分
銀座１丁目駅/東京メトロ有楽町線 A7出口より徒歩7分 東京駅八重洲南口より徒歩10 分



島根県松江市東出雲町 【第1回・第３回】

東出雲町中心部（揖屋地区）へのアクセス

◇最寄り駅 JR山陰本線揖屋駅

■JR松江駅より車で約20分

■米子鬼太郎空港より車で約30分

■出雲縁結び空港より車で約40分

４地元は干し柿の里として知られている美しい農村です。

東出雲町内には、古代出雲文化ゆかりの史跡や
神社などが点在しています。
写真：出雲国風土記にも記載されている揖夜神社。

古事記に記載されている「黄泉比良坂」

松江市東出雲町（ひがしいずもちょう）は、島根県の北東に位置し、中海の南側に位置し
ています。企業城下町として製造業を中心に発展し、松江市のベッドタウンとして子育て世
代ファミリーなどを中心に転入が続き、人口が増えている地域です。

町内には古事記に記載されている「黄泉比良坂（よもつひらさか、黄泉の国と現世の
境）」があり、「神蹟黄泉比良坂伊賦夜坂伝説地」の石碑が立っています。映画「瞬 また
たき」のラストシーンの舞台にもなりました。
また、上意東は、450年前に毛利軍によってこの地にもたらされたと言われる「ほし柿」

の産地です。その柿を使った新たな商品開発の取り組みも行われており、本講座でも「柿」
は重要な要素の一つとなります。
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都内講座会場 【第２回】

アーツ千代田３３３１ 会場：B105

〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目11-14

東京メトロ銀座線末広町駅4番出口より徒歩1分
東京メトロ千代田線湯島駅6番出口より徒歩3分
都営大江戸線上野御徒町駅A1番出口より徒歩6分
JR御徒町駅南口より徒歩7分
JR秋葉原駅電気街口より徒歩8分
JR御茶ノ水駅聖橋口より徒歩15分



講座について
■講座の概要

◎島根県松江市東出雲町上意東地区をフィールドに、以下のような活動を展開していきます。

 第1回・現地訪問（1泊2日）：対象施設や地域の状況をインプット／東出雲をはじめ松江

市内でまちを面白くしているキーパーソン訪問／地域のみなさんとの交流会

 第2回・都内講座：グローカルデザインを学ぶレクチャー／グループワーク」「地元のキー

パーソンを訪ねるフィールドワーク、コンテンツ企画の検討、発表、住民のみなさんとの

おもいの共有」「魅力体験モニターツアー」

◎受講後、施設プロデュースにかかるコンテンツづくりに向けた展開にも継続して参画して

いただくことが可能です。

■プログラム内容
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私たちの上意東地域は、出雲国風土記に高野山と書かれています
京羅木山(標高473m)と星上山(453m)の懐で、104世帯、約390人が
仲良く暮らす地域です。しかし、今春には2世帯が上意東から離れら
れ寂しい思いをしています。

こんな上意東ですが、今回の事業を通じて、ほし柿などの豊かな地
域資源を活用したプランや新しい発見・アイデアをお聞きすることがで
きたら、嬉しいし、夢の実現に一歩近づくと思っています。

ぜひみなさんの感性と創造力で、上意東の可能性をデザインしてい
ただきたいです。お待ちしています。



講師・メンター紹介

㈱益田工房（島根県益田市）代表取締役 1980年、島根県生まれ。
日本映画学校にて映画製作を学ぶ。卒業後、映像作家に師事し、自主映画製作や楽曲制作といったアー
ティストとしての活動を行う。
2008年益田市にUターン。2010年益田工房設立。フォトグラファー、アートディレクターとして、グ
ローカルデザインを実践する。
現在は東京渋谷、島根県益田市、同松江市、オーストラリアと国内外４拠点をベースに精力的に活動。
音楽プロジェクトcole名義でミュージシャンとしても活動。2017年リリースの「SONGS OF
REMEDY」が好評。2018年Shotoku Koh名義でもリリース予定 。
・経済産業省中国経済産業局「地域中小企業の海外ブランド展開支援事業」クリエイティブ部門講師
・海外における主な受賞暦： Tokyo International Foto Awards 2017 : Silver Moscow International
Foto Awards 2018 : Silver International Photpgraphy Awards 2017 : Honorable Mention ほか
DesignAwardAsiaなど受賞多数

■洪 昌督氏 ＜講師＞株式会社益田工房 代表取締役会長 アートディレクター
ミュージシャン

―受講を検討されている方へのメッセージ―

■床並 展和 ＜ 本講座メンター＞ 株式会社NTT ドコモ

―受講を検討されている方へのメッセージ―

７

10年前に島根にUターンしたての頃の自分は都会人の感覚で故郷益
田を俯瞰していたのを覚えています。

その若さ故の強気な感覚を原動力の一つとして益田工房を創業しま
した。今ではすっかり地元に溶け込み、当時とはまた少し違う感覚を
持つ自分がいます。この10年間島根で経験して感じたことを皆さんに
伝えることができればと思います。

価値観が多様化する現代において、その場所ならではの特性を生か
しながら、どのような価値を付加し拡張することができたらその土地な
らではの居心地の良い場所になるのか、皆さんと一緒に考え、実行し
ていけることを楽しみにしています。

1984年島根県生まれ。大学卒業後、外資系コンピューター製造メーカー に就職後、2013年、海外から
も注目されているテクノロジスト集団・チームラボ株式会社に転職。
地方創生のために内閣府が全国の自治体に提供したビッグデータ解析ツール「RESAS」開発チームリー
ダーとして活動。
リリース後 は「RESAS」を活用したアイディアソン・ハッカソンイベントの講師として全国約25地域で
ファシリテートを行った。 2018年7月、株式会社NTTdocomoに転職。最新テクノロジーを未来社会のデ
ザインに活かすべく、新たなチャレンジを準備中。
・「東京で考える地方創生！内閣府RESASAPIハッカソン」審査委員。
・「しまコトアカデミーソーシャル人材育成講座」（主催：島根県）2期生。



開催スケジュール 内容・会場等、都合により変更することがあります。

説明会①（＠イトーキ東京イノベーション
センターSYNQA２F）

７月28日(土)

応募締切８月8日（水)

第１回 現地フィールドワーク
（＠松江市東出雲町内）

９月８〜９日（土・日）

第２回 都内講座（＠アーツ千代田３３３１）９月２３日（祝・日）

第３回 現地プラン発表・深堀ツアー
（＠松江市東出雲町内）

10月20〜21日(土・日)

８



講座内容（全３回）

各回テーマ

日時 時間 内容と講師

【第１回】現地を感じてみよう！
対象施設と地域を知り、できること×やりたいこと×地域のニーズの棚卸し

９月
８日

（土)
〜
９日

（日）

DAY1

・米子空港OR出雲空港 集合 バス移動
・東出雲おちらと村チェックイン
・オリエンテーション
・事前ワークショップ
・現地訪問
・交流会（上意東研修センタ－）
・民泊体験

DAY2
・現地訪問
・振り返りワーク
・米子空港OR出雲空港発

【第２回】場づくりのプランを考えよう！

９月
２３日
（祝・
日）

13：30
〜

17：30

１．レクチャー 45分
「ローカルの魅力に共感するひとをつなげるグローカルデザインという発想】
講師 洪昌督氏 益田工房 アートディレクター

２．ワーク 150分
東出雲ゲスト：森口和宣氏（NPO法人かみいとう）
ファシリテート 床並展和氏
アドバイス 洪昌督氏
ディレクター 岸将崇

＊フィールドワークレビュー
＊アイデアセッション
＊プランの基本デザイン

18：00〜 懇親会（希望者のみ）

【第３回】現地のみなさんとプランを共有・深堀しよう！
プラン発表会、深堀ツアー

10月
20日
(土)

〜
21日
（日）

DAY1

・米子空港OR出雲空港 集合 バス移動
・東出雲おちらと村チェックイン
・オリエンテーション
・発表前最終ワーク
・プラン発表会
・プランをもとに地元のみなさんとのセッション
・交流会（上意東研修センタ－）

DAY2
・深堀ツアー
・米子空港OR出雲空港発

９
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現地フィールドワーク内容（【第１回】 ９月８日(土)〜９日(日)）

＜１日目＞

行程 プログラム 内容/ねらい

9：00 集合 車移動 ◎移動用車両に乗車し、移動します。
◎床並メンターOR岸ディレクターから実習テーマレクチャー
◎現地展開
【現地訪問の狙い】
①課題モデルの現場訪問
②地域で活動しているみなさん、
地域のみなさんへのインタビュー

③上記①②に関連する資源、場所など。
・活動現場の見学。
・キーパーソンのお話

◎交流会

9：30

おちらと村到着

オリエンテーション
実習前ワーク

正午 昼食

13：00〜
17：00

現地訪問

夜

夕食・みなさんとの
交流会

宿泊

＜２日目＞

行程 プログラム 内容/ねらい

7：00 朝食 ◎現地訪問
【現地訪問の狙い】
1日目に続き「人・コト・場所」を訪ね、学びを深めます。
①地域で活躍してる人、注目の取り組み
②上記①に関連する資源、場所など。
・活動現場の見学。
・キーパーソンのお話＋受講生インタビュー

◎グループワーク
【グループワークの狙い】

・2日間の学びの振り返り
・みんなの学びポイント、気づきポイントの可視化共有

8：30〜
12：00

現地訪問

12：00〜
13：30

昼食
地域のお土産購入な
どの自由時間

13：30〜
15：00

現地訪問

15：00〜
16：30

グループワーク

16：30出発 車移動

17：00 解散

現地の施設東出雲おちらとむらの見学、NPOかみいとうのみなさん、住民のみなさんとの意見交換、交

流機会、地域資源リサーチを行い、。ワークショップで気づきや心にとまったことを可視化します。

※荒天等の場合は、日程を延期または訪問地域の再調整等を行います。

※講座の内容は受講生の希望・動向を考慮して、随時更新する予定です。
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現地プラン発表会＆深堀ツアー（【第３回】 10月 21日(土)〜 22日(日)）

＜１日目＞

行程 プログラム 内容/ねらい

9：00 集合 車移動 ◎移動用車両に乗車し、移動します。
◎床並メンターOR岸ディレクターから実習テーマレクチャー
◎現地展開
【現地訪問の狙い】
①現地でプランを発表することで、NPOのみなさんや住民
のみなさんとの共有を図ります。

②プランを活かすためのコンテンツを充実させる視点から
モニターツアーを実施し、ブラッシュアップを図ります。

◎交流会

9：30

おちらと村到着

プラン発表準備
ワーク

正午 昼食

13：00〜
17：00

プラン発表
＋意見交換会
（地元発表を踏まえ
て）

夜

夕食・みなさんとの
交流会

宿泊

＜２日目＞

行程 プログラム 内容/ねらい

7：00 朝食 ◎移動用車両に乗車し、移動します。
◎床並メンターOR岸ディレクターから実習テーマレクチャー
◎現地展開
【現地訪問の狙い】
①現地でプランを発表することで、NPOのみなさんや住民
のみなさんとの共有を図ります。

②プランを活かすためのコンテンツを充実させる視点から
モニターツアーを実施し、ブラッシュアップを図ります。

◎交流会

8：30〜
12：00

ツアー参加

12：00〜
13：30

昼食

13：30〜
16：30

ツアー参加

16：30出発 車移動

17：00 解散

現地の施設東出雲おちらとむらのリノベーションプランを発表し、地元のみなさんと共有します。

プランを深堀するための地域ツアーを行い、ブラッシュアップのシーズを見つけます。

※荒天等の場合は、日程を延期または訪問地域の再調整等を行います。

※講座の内容は受講生の希望・動向を考慮して、随時更新する予定です。



■受講者募集説明会

第１回 ７月 ２８日(土) １５時００分～１７時００分

◇スピーカー

床並展和氏 ベース・メンター

森廣公一氏 NPO法人かみいとう 理事長

岸将崇 ベース・ディレクタ－

ＷＥＢ参加 洪昌督氏 ベース講師 アートディレクター

◇主な内容

・ベースの楽しみ方

・メンタートーク

・松江市東出雲町上意東地区、ＮＰＯ法人かみいとうで取り組んでいること

・参加者セッション【ベースでやってみたいこと・ワクワクしそうなこと】

◆最新情報はこちら。

https://www.facebook.com/higashiizumo_GDB

◆説明会への参加申し込みはこちらから。

① PEATIX『東出雲グローカル・デザイン・ベース』説明会 参加申し込みページ

https://higashiizumo0728peatix.com

《説明会についてのお問い合わせはこちら》

事務局（株式会社シーズ総合政策研究所 東京ベース）

gdb@csri.jp （担当：岸 藤原）
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受講応募について

■応募方法

１）申請書類

応募に際しては、下記サイトの「応募フォーム」より必要事項をご記入のうえご応募くださ

い

◎受講応募フォーム掲載ＷＥＢページ
URL：http://www.csri.jp/gdb
＊同ページで募集要項、チラシをダウンロードいただけます。

※講座の最新情報は、下記のサイトをご覧ください。

facebookページ

⇒ https://www.facebook.com/higashiizumo_GDB

２）応募受付期間

平成３０年７月14日(土)～平成３０年８月8日(水） １８:００まで

３）審査方法

受講にあたっては、本事業の趣旨に基づき応募フォーム記載内容を審査の上、選考します。

４）選考結果のご連絡 選考結果は、８月10日(金)までに事務局からメールにてご連絡しま

す。

■受講料・お支払い方法 次ページをご覧ください。

■お問い合わせ先

・応募に関するご相談やお問合せは、下記事務局までお願いいたします。

・ベース事務局（株式会社シーズ総合政策研究所） 担当：岸将崇 藤原啓

・E-mail: gdb@csri.jp

■個人情報の取り扱いについて

・ご応募いただいた資料および個人情報は、本事業内の目的で利用し、適切に管理致します。

それ以外の目的での使用はいたしません。

・運営会社プライバシーポリシー掲載ページ

http://www.csri.jp/company/privacy

■取材協力のお願いについて

本講座は、Facebookページ、広報媒体、地元メディアの取材等において、講座やインターン

シップの活動状況を取材・掲載させていただく予定です。あらかじご了承のほどお願い申し

あげます。

なお、写真掲載等を希望されない方はご配慮いたしますので開講前にご連絡ください。
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受講費について

■受講費について

受講費 無料

＊現地訪問にあたっての交通費（下記の助成額と実費の差額）、滞在中の食費は自己負担と

なります。

＊現地訪問には、おひとり６万円（訪問１回あたり3万円＊訪問2回）を助成致します。

詳しくは説明会にてご案内いたします。

＊2回の訪問時の宿泊は地元での民泊体験のため無料です。
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＜事業主体＞
NPO法人かみいとう （〒699-0103 松江市東出雲町上意東616番地）

＜運営事務局＞
株式会社シーズ総合政策研究所 東京オフィス：ローカルプロジェクト事業部
（担当：岸、藤原）

〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷2-21-15 松濤第一ビル1階 株式会社益田工房内
email：gdb@csri.jp
WEB：http://www.csri.jp/gdb

mailto:gdb@csri.jp
http://www.csri.jp/gdb

