
 

 

 

 

 

 

 

 

応募〆切：2022年 9月 27日（火） 

※特定の回への参加希望は開催日の５日前までを〆切としています。 

 

 

 

 

 

主催：島根県 中⼭間地域・離島振興課 

受託事業者：株式会社シーズ総合政策研究所 

 

  

募集要項 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

参加対象 

・ 島根県内在住で、地域活動に関心のある方、ローカルプレイヤーに出会い、交流したい方 

（活動への参加が未経験の方も大歓迎！） 

・ 島根県外在住で、関係人口としてローカルプレイヤーに出会い、交流したい方 

講座の進め方・特徴 

各講座は、下記の内容で構成されています。 

① 【めぐる・出会う】オンライン探訪ツアー （90分程度） 

ローカルプレイヤーの活動地域をオンラインで視察し、地域の現状や活動内容、取組への思いなどを

お話しいただきます。 

② 【学ぶ】ゲストトーク（30分程度） 

テーマに沿ったゲストを地域外から招き、学びを深めます。 

③ 【交流する】振り返り・感想シェア（30分程度） 

募集定員 

・ 島根県内在住の方：各回 15名 

５回連続受講をお勧めします。 

各回単独でのご参加も可能です。申込多数の場合は連続受講の方を優先します。 

・ 島根県外在住の方：各回 5名（各回先着順） 

 

受講料 

無料 

趣旨・目的 

島根県内各地では、住民のみなさまが主体となって地域課題の解決を図る「小さな拠点づくり」をはじめと

した様々な地域活動が行われています。このような活動が持続的に行われ、魅力あふれる地域づくりが進め

られるよう、県では、担い手や次世代人材の育成研修や担い手同士のネットワークづくりの場の提供などを

行い、住民のみなさまの地域活動を応援しています。 

講座について 

SHIMANE LOCAL STYLE TOUR（しまねローカルスタイルツアー）は、地域に暮らすこと、地域の仲間たち

と活動することの楽しさを、等身大で生み出しているローカルプレイヤーたちとの出会いと学びの講座です。 

島根県内各地をフィールドに、自分の思いを実現したい、誰かの役に立ちたい、誰かに喜んでもらいたい

と、それぞれの思いから動き始めたローカルプレイヤーたち。そんな彼ら彼女らの思いに触れ、地域の現状

や活動を知り、学び合う機会です。オンラインツアーで県内５カ所のローカルプレイヤーやゲストのトークを聴

いて学び、参加者同士のネットワークづくりにもつなげます。 

Ⅰ．はじめに 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第1回 
2022/10/2（日） 

13:30～16:45 

タイトル：海辺と里の仲間たちのマルチな生き方、暮らし方 

テ ー マ：地域内ネットワーク 

訪 問 先：浜田市国府地区 

○ツアーメニュー 

こくふ朝市～hamairo～漁師町 

○オンラインツアー案内人 

浅見みゅうさん（国府まちづくりセンター主事） 

○トークゲスト 

小倉健太郎さん（合同会社宮内舎 代表） 

第2回 
2022/10/23（日） 

13:30～16:45 

タイトル：みんなでおもてなし！ 生まれ変わる温泉のまち 

テ ー マ：観光・交流 

訪 問 先：江津市有福温泉地区 

○ツアーメニュー 

関係案内所～リノベーションカフェ～有福温泉の街並み 

○オンラインツアー案内人 

藤田愛さん 

（となりのしまね代表、江津市地域おこし協力隊インターン） 

〇トークゲスト 

サミーラ・グナワラデナさん（株式会社タビカラ 代表） 

第3回 
2022/12/4（日） 

13:30～16:45 

タイトル：ともに生きるために、仲間たちと大作戦！  

テ ー マ：つながり＆チャレンジ 

訪 問 先：奥出雲町三沢地区 

○ツアーメニュー 

金𠮷屋～ともに食堂～古民家オフィスみらいと奥出雲（予定）  

○オンラインツアー案内人 

吉川英夫さん（NPO法人ともに 代表） 

〇トークゲスト 

姫野泰尚さん（合同会社シェアライフ富山 代表） 

第4回 
2022/12/18（日） 

13:30～16:45 

タイトル：思いやりをつなぐ、地域のゆたかさ 

テ ー マ：ウェルビーイング 

訪 問 先：津和野町畑迫地区 

○ツアーメニュー 

コミュニティナース～蚤の市～放課後さんま 

○オンラインツアー案内人 

大江梨さん（カフェレストラン「糧」運営） 

〇トークゲスト 

竹内希さん（NPO法人てごねっと石見） 

第5回 
2023/1/15（日） 

13:30～16:45 

タイトル：子どもたちへ伝える、みんなでつくる地域の未来   

テ ー マ：多世代・教育  

訪 問 先：出雲市伊野地区 

○ツアーメニュー 

垂水亭～よっ得伊野いち～トレイルラン～耕作放棄地再生（予定） 

○オンラインツアー案内人 

兼折治加さん（やって未来こい！ネット 教育部会） 

〇トークゲスト 

水田美世さん（ちいさいおうち 管理人） 

 

講座の予定 ※全てオンライン講座 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

申込〆切（全5回コース） 

・ 2022年9月27日（火） 

・ 各回単独でのご参加については、ご希望の講座開催日の5日前までにお申し込みください。（先着順） 

応募に関するお問合せ 

「しまねローカルスタイルツアー」事務局（㈱シーズ総合政策研究所） 

・ 島根県松江市菅田町180番地 アイウォーク菅田ビル3F 

・ TEL：0852-55-8450    FAX：0852-55-8497 

・ e-mail：local@csri.jp 

 

応募⽅法 

二次元バーコード、または、下記のGoogleフォームからお申し込みください。 

お申込フォーム： https://forms.gle/vMifMsaU2XXNPSTJ7 

メールまたはファクシミリで申し込む場合は、別紙の申込書をご送付ください。 

送付先 e-mail：local@csri.jp   FAX：0852-55-8497 

個人情報の取扱いについて 

応募の際にご記入いただいた個人情報は、当事業のみに使用し、運営会社（株式会社シーズ総合政策研

究所）の下記プライバシーポリシーに基づき、適切に管理いたします。 

【別記】 Ⅳ．プライバシーポリシー（個人情報保護方針） をご確認ください。 

mailto:local@csri.jp
https://forms.gle/vMifMsaU2XXNPSTJ7
mailto:local@csri.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

第2回 
2022/10/23（日） 

13:30～16:45 

タイトル：みんなでおもてなし！ 生まれ変わる温泉のまち 

テ ー マ：観光・交流 

訪 問 先：江津市有福温泉地区 

○ツアーメニュー 

関係案内所～リノベーションカフェ～有福温泉の街並み 

○オンラインツアー案内人 

藤田愛さん 

（となりのしまね代表、江津市地域おこし協力隊インターン） 

〇トークゲスト 

サミーラ・グナワラデナさん（株式会社タビカラ 代表） 

〇オンラインツアー案内人紹介 

藤田愛さん（となりのしまね代表、江津市地域おこし協力隊インターン） 

神奈川生まれ、神奈川育ちの「島根」好き 。専修大学で経営学を学ぶかたわら、江

津市地域おこし協力隊として島根県江津市の有福温泉でインターン中。島根県立大

学生とともにフィールドワーク等の活動を実施。関東の大学生を中心に結成された、

しまねを楽しむサークル「となりのしまね」代表。 

 

〇トークゲスト紹介 

サミーラ・グナワラデナさん（株式会社タビカラ 代表） 

スリランカ出身。大学卒業後、旅行会社を経て海士町観光協会、奥出雲町観光協会

に勤務。地域住民とともに観光コンテンツや仕組みを構築し、現在は株式会社タビカ

ラを起業し、仲間と共につくる地域観光に取り組んでいる。 

 

第１回 
2022/10/2（日） 

13:30～16:45 

タイトル：海辺と里の仲間たちのマルチな生き方、暮らし方 

テ ー マ：地域内ネットワーク 

訪 問 先：浜田市国府地区 

○ツアーメニュー 

こくふ朝市～hamairo～漁師町 

○オンラインツアー案内人 

浅見みゅうさん（国府まちづくりセンター主事） 

○トークゲスト 

小倉健太郎さん（合同会社宮内舎 代表） 

〇オンラインツアー案内人紹介 

浅見みゅうさん（国府まちづくりセンター 主事） 

大阪府生まれ。リストランテ リナッシェレ堂島、かがやきダイナーにて勤務。3年前に

島根に移住し、現在、国府まちづくりセンター主事として活動。小さな拠点づくりの7地

区のエリアの交流を図るため、朝市を企画するなど、住民の輪を広げる場づくりを実

践中。 

 

〇トークゲスト紹介 

小倉健太郎さん（合同会社宮内舎 代表） 

松江市生まれ。大学進学のため上京。京都での豆腐店勤務を経て帰郷。現在は気

の合う仲間と合同会社宮内舎を設立し、中山間地域である雲南市大東町阿用地区を

拠点に「農」を基盤とする暮らし・仕事づくりを行っている。プロデュースする玄米麺

は、小麦アレルギーでも食べることができ、耕作放棄地の減少や農家さんの所得向

上、環境に配慮した栽培への移行の提案など小さなビジネスを通した「ささやかな行

動」を展開中。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第3回 
2022/12/4（日） 

13:30～16:45 

タイトル：ともに生きるために、仲間たちと大作戦！  

テ ー マ：つながり＆チャレンジ 

訪 問 先：奥出雲町三沢地区 

○ツアーメニュー 

金𠮷屋～ともに食堂～古民家オフィスみらいと奥出雲（予定） 

○オンラインツアー案内人 

吉川英夫さん（NPO法人ともに 代表） 

〇トークゲスト 

姫野泰尚さん（合同会社シェアライフ富山 代表） 

〇オンラインツアー案内人紹介 

吉川英夫さん（NPO法人ともに 代表） 

山口県に進学後、Uターン。奥出雲町内の高齢者福祉の仕事に15年携わった後、

奥出雲町三沢地区で「NPO法人ともに」を設立。食料品や日用品を買える店がなく

なってしまった当地区で「ともにマーケット」、移動販売車「ともに号」など主に高齢者

への生活支援や、地域住民と“ともに”三沢地区をより良くするための地域づくりに

日々尽力している。 

 

〇トークゲスト紹介 

姫野泰尚さん（合同会社シェアライフ富山 代表） 

富山市生まれ。大学卒業後、長野県で1年、オーストラリアで2年、富山に戻り5年と、

すべてシェアハウスで生活。2008年オーストラリアから帰国後、地元不動産会社に就

職。同年、県内初のシェアハウスを市内にオープン。2年後に2軒目の『シェアライフ磯

部』をオープンし、以後、毎年1軒ずつオープンし続ける。2014年、『合同会社シェアラ

イフ富山』を設立。多様な物件展開で注目される。2017年「富山市ヤングカンパニー

大賞」を受賞。「シェアハウスは新しい家族の形」と考えている。 

第4回 
2022/12/18（日） 

13:30～16:45 

タイトル：思いやりをつなぐ、地域のゆたかさ 

テ ー マ：ウェルビーイング 

訪 問 先：津和野町畑迫地区 

○ツアーメニュー 

コミュニティナース～蚤の市～放課後さんま 

○オンラインツアー案内人 

大江梨さん（カフェレストラン「糧」運営） 

〇トークゲスト 

竹内希さん（NPO法人てごねっと石見） 

〇オンラインツアー案内人紹介 

大江梨さん（カフェレストラン「糧」運営） 

京都市出身。2020年4月より島根県津和野町在住。大学時代を含めると島根県に住

んで10年目。津和野町の畑迫地域で始まった「小さな拠点事業」に関わっている。同

じく畑迫にある店舗「糧」を夫と一緒に運営。2022年5月より津和野町議会議員。 

 

〇トークゲスト紹介 

竹内希さん（NPO法人てごねっと石見） 

群馬県沼田市出身。群馬県立尾瀬高等学校自然環境課にて、まちづくり・自然環境

について学ぶ。東京の大学に進学し、卒業と同時に島根県江津市のNPO法人てごね

っと石見に就職する。江津市ビジネスプランコンテストやキャリア教育など、いろんな

フィールドで大人も子どもも関係なく、みんなが自分らしく自然に笑い合える場を作り

たいと思っている。好きなことはディズニーと嵐。 



 

 

 

 

 

 

  

 

第5回 
2023/1/15（日） 

13:30～16:45 

タイトル：子どもたちへ伝える、みんなでつくる地域の未来   

テ ー マ：多世代・教育  

訪 問 先：出雲市伊野地区 

○ツアーメニュー 

垂水亭～よっ得!?伊野いち～トレイルラン～耕作放棄地再生（予

定） 

○オンラインツアー案内人 

兼折治加さん（やって未来こい！ネット 教育部会） 

〇トークゲスト 

水田美世さん（ちいさいおうち管理人） 

〇オンラインツアー案内人紹介 

兼折治加さん（やって未来こい！ネット 教育部会） 

松江市出身。高校卒業後、山口県に進学し、その後Uターン。結婚を機にご主人の故

郷である出雲市伊野地区へ。介護福祉士としてフルタイム勤務の傍ら、伊野地区自

治協会で地域活動に関わる。またコーチングを通じて、自分・家族・地域や社会を笑

顔にしたいと活動している。2児のママ。 

 

 

〇トークゲスト紹介 

水田美世さん（ちいさいおうち管理人） 

首都圏での出版社勤務、アートギャラリーにて学芸員を務めた後、鳥取県米子市にU

ターン。自らの出産・子育ての経験から、子どもや子どもに目を向ける人たちのため

のスペース「ちいさいおうち」を自宅隣で行っている。 

また、鳥取県が実施するアーティストインレジデンスのネットワークづくりを行い、県内

各地でのプロジェクトを毎年継続して実施している。 

 



 

「しまねローカルスタイルツアー」お申込書 

お名前（ふりがな）  

ご所属  

お住まい・ 

活動地域 
                  （市・町・村）                （地区） 

参加申込 

 
□ 全コース（第 1回〜第 5回） 
 

□第１回：R４/10/2（日）  ［浜田市国府地区］ 
「海辺と里の仲間たちのマルチな生き方、暮らし方」 

□第２回：R4/10/23（日） ［江津市有福温泉地区］ 
「みんなでおもてなし！ 生まれ変わる温泉のまち」 

□第３回：R4/12/4（日） ［奥出雲町三沢地区］ 
「ともに生きるために、仲間たちと大作戦！」 

□第４回：R4/１2/18（日） ［津和野町畑迫地区］ 
「思いやりをつなぐ、地域のゆたかさ」 

□第５回：R5/ 1/15（日） ［出雲市伊野地区］ 
「子どもたちへ伝える、みんなでつくる地域の未来」 

 

ご連絡先 

TEL  

e-mail  

ご参加にあたって 

講座ご参加にあたっ

て、ご質問やご意見

など自由にお書きく

ださい。 

 

地域での暮らしや活

動について、関心の

あること、やってみた

いことなどありました

ら、お書きください。 

 

ご記入いただいた個人情報は、当事業のみに使用し、運営

会社である株式会社シーズ総合政策研究所のプライバシ

ーポリシーに基づき、適切に管理いたします。 

（プライバシーポリシーは次項に記載） 

個人情報の取得および利用についてご同意いただける

場合は、「同意する」をチェックしてお申し込みください。 

☐  同意する    ※ 必須 

 

＜お申込・お問合せ＞ 

「しまね ローカルスタイルツアー」事務局 

㈱シーズ総合政策研究所内 

e-mail：local@csri.jp 

TEL：0852-55-8450  FAX：0852-55-8497 

 

 

 

こちらから 
お申込フォーム
へアクセスいた
だけます。 



 

株式会社シーズ総合政策研究所 

2007年 10月 1日制定 

2016年 4月 1日一部改訂 

 

株式会社シーズ総合政策研究所（以下、当社）は、お客様および社員の個人情報（以下、個人情報）を保護す

ることが、当社の事業活動の基本であるとともに社会的責務であると考えています。 

 ここに、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報の保護及び管理を確実に実行することを宣言いたし

ます。 

 

１． 個人情報を取得する際は、その利用目的を明確に定めた上でわかりやすく提示し、利用目的の達成に必要

な範囲の内容に限り、取得することといたします。 

また、そのことを徹底するため、社員教育などの適切な措置を講じていきます。 

 

  ★当社が取得する個人情報とその取得目的は以下の通りです。 

（１）当社が主催あるいは他社との共催で実施するセミナー等への申込者の個人情報 

  ・お申し込みいただいたご本人特定のため 

  ・セミナーに参加いただく際に必要な資料等をお送りするため 

  ・セミナー開催時の受付のため 

  ・セミナーに関する意見、ご要望などを処理および記録するため 

  ・今後、同様の内容のセミナーを実施する際にご案内書をお送りするため 

（２）当社の業務内容等に関してご意見、お問い合わせをいただいた際のお客様の個人情報 

  ・ご意見、お問い合わせへの回答およびそれに付随する業務を行うため 

（３）同セミナー等における講師等の外部協力者の個人情報 

（４）当社の事業に関連する取引先企業社員の個人情報 

（５）当社社員等（採用応募者及び退職者を含む）の個人情報 

 

２． 個人情報保護法及び当社の事業領域に関連のある国が定める指針その他の規範を遵守します。さらに、個

人情報保護に対する社内体制を構築することで、個人情報保護に対する管理体制を確立し、かつ維持してま

いります。 

 

３． 個人情報保護法及び当社の事業領域に関連のある国が定める指針その他の規範を遵守します。さらに、個

人情報保護に対する社内体制を構築することで、個人情報保護に対する管理体制を確立し、かつ維持してま

いります。 

 

４． 個人情報保護法及び当社の事業領域に関連のある国が定める指針その他の規範を遵守します。さらに、個

人情報保護に対する社内体制を構築することで、個人情報保護に対する管理体制を確立し、かつ維持してま

いります。 

１．① オプトアウトのご請求の際にご提出いただく書面 「利用停止等請求書」に必要事項をご記入のうえ、郵

送でお申し込みください。 

２．② 第三者への提供停止のご請求ができる方 

 ・ご本人さま（提供停止の対象となる個人情報で特定される方） 

 ・代理人さま（ご本人さまより委任された方、または親権者等の法定代理人） 

③ ご本人さま、代理人さまの確認のための書類 第三者への提供停止のご請求の際に、ご請求された

方がご本人さま、代理人さまであることを確認するための書類をご提出いただきます。 

 

（あ）第三者への提供停止をご請求される方がご本人さまの場合 

次の（Ａ）または（Ｂ）のいずれか（氏名、住所、生年月日が確認できること） 

(A) いずれか1点 

1．運転免許証の写し 

2．写真付住民基本台帳カードの写し 

3．旅券（パスポート）の写し 

  

 

 



または 

(B) 
（ア）（イ）からそれぞれ1

点（合計2点） 

（ア） 

1．戸籍謄本または抄本（作成日より3ヶ月以内の

もの）  

2．住民票（作成日より3ヶ月以内のもの） 

（イ） 
1．公共料金の請求書の写し  

2．学生証または生徒手帳の写し 

 

（い）第三者への提供停止をご請求される方が代理人さまの場合 

次の（ア）から（ウ）のすべて 

（ア） ご本人さまに関する上記の(A)または(B)の書類 

（イ） 代理人さまに関する上記の(A)または(B)の書類 

（ウ） 

ご本人さまの委任状（ご本人さまによる捺印と当該印鑑の印鑑登録証明書をご提

出ください。代理人さまが親権者等の法定代理人の場合は、ご本人さまとの関係

がわかる戸籍謄本または抄本をご提出ください。） 

 

その他の第三者へ提供する場合  

上記のほか、次の各号に該当する場合には、お客さまの個人情報を第三者提供いたします。 

① お客さまの同意がある場合 

② 業務を円滑に進める等の理由で外部業者等に取扱いを委託する場合 

 （この場合には、漏えい等を防止するために契約により義務づける等の方法により、適切な管理 

を実施します。） 

③ お客さま個人を識別できない状態で開示する場合 

④ 法令等により開示を要求された場合 

⑤ 人の生命、身体又は財産の保護のために必要であって、お客さまの同意を得ることが困難である 

場合 

⑥ 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対 

して協力する必要がある場合 

 

５． 当社の個人情報の取り扱いに関する苦情及びご相談については、下記を窓口とし、迅速かつ誠実に対応いた

します。なお、当社が保有する個人情報の利用目的の通知・開示・内容の訂正・追加又は削除・利用の停止・

消去及び第三者への提供の停止に関しては、個人情報開示等請求書を印刷してご使用ください。 

６． 当社の個人情報の取り扱いに関する苦情及びご相談については、下記を窓口とし、迅速かつ誠実に対応いた

します。なお、当社が保有する個人情報の利用目的の通知・開示・内容の訂正・追加又は削除・利用の停止・

消去及び第三者への提供の停止に関しては、個人情報開示等請求書を印刷してご使用ください。 

 

＜個人情報に関する窓口＞ 

株式会社シーズ総合政策研究所 経営管理部   電話：0852-55-8450 

 

  



 


