コ コ ロ ザ シ 応 援 プ ロ ジ ェ ク ト 第 ４ 期 採 択 者 一 覧 表
29.3.31 ひろしま里山交流プロジェクト実行委員会事務局

団体名称

1

2

3

NPO法人百華倶楽部

FU・YOU倶楽部

認定特定非営利活動法人西中国山地自然史研
究会

代表者
氏名

企 画 名

内

容

主な
開催地域

高齢者が行うミニ・ソーシャルビジネス等の育成を目
指し，講演会と情報交換会を実施する。
また，地域食材をエコストーブで調理し，ランチ交流
会も実施する。

安芸高田市
他

地域の里山と田畑を舞台に，様々な農業体験・農村
体験を開催する。
未来博期間中に空き家を活用した交流館をオープン
させることを目指している。

広島市

河野 弥生

八幡高原センターで開催してきた，博士号をもつ多
様な専門分野の博士の話をお茶とお菓子を楽しみな
ハカセ喫茶でさとやまの魅力を発
がら聞く「ハカセ喫茶」について，未来博に合わせ広島
信
市内でも開催し，認知向上と北広島町八幡への誘客
を図る。

広島市
他

平田 克明

エコ・オーガニックの営み，その暮 産者の取組を紹介するマルシェや地域での体験学
らしと喜びを里山と都市で体験共 習，料理教室を開催する取組み。
有するプロジェクト
２９年１２月８日に設定される「有機農業の日」に向け

住吉 海平

逆手流シルバービジネス・ランチ
ミーティング

佐野 富貴子 人と里山 さらに豊に

里山の環境を保全する持続型農業を行っている生

4

食と農・広島県協議会

広島市
他

た啓発キャンペーンの一環としても取組を進める。

5

6

7

五日市商工会 湯来地区振興委員会

（仮）ぴんコロフェスinkaruga実行委員会

さとやまイノベーション実行委員会

11 とよフェス実行委員会

12 一般社団法人呉観光協会

13 たけはら どろリンピック実行委員会

14 わんぱくチャレンジ広島2017

大前 和志 第５回湯来フェス！

湯来地域への交流人口の増加や実施関係者の地域
コミュニティ形成に向けて地域産品販売等のイベントを
開催する取組み。
未来博では，温泉の「湯来」を改めてPRしていくため
の「お湯鉄砲イベント」の開催を計画中である。

広島市

長山 哲也 ぴんぴんコロコロ狩留家の棚
黒川 章男 田でダンス＆リズムの祭典

手づくりの打楽器（簡易ミニドラム）を制作し，「狩留
家地区」の名所等でプレイヤーと参加者で「ダンス+演
奏」を行い，その動画をYouTubeに投稿し，１１月に開
催する「棚田フェス」の参加募集等に活用していく。
また，合わせて参加した高齢者の健康チェック等も
行い，健康効果も測り，日本の見本を目指していく。

広島市

さとやまイノベーション！里地
里山を元気に！

里地里山の持続的発展に向けた勉強会を，県内商
工会青年部員，地域おこし協力隊，里山で活動する一
般の方々の参加を得て３月から１０月にかけて広島市
内で開催（３回）する。
１０月に広島市内で成果発表も開催していく。

広島市

過去島民を対象に小規模で開催してきた音楽イベント
を地域特産品販売や島外からの集客等を意識したス
テージ構成など，多くの人々が集う音楽イベントとして
再生を図る取組み。

呉市

未来博の開催に合わせ，呉観光子どもガイドの設立
を目指し，倉橋地域をモデルとして体験イベント（勉強
呉は思ったより広～い，島の魅
平田 己恵子
会）を７月に開催していく取組み。
力を子どもと見つけてみよう
今後，子供ガイド育成に向けた実行委員会を設置し
ていく予定である。

呉市

松山 和雄

北谷 京子 とよフェス2017

神田 香奈子 たけはら どろリンピック

竹原市仁賀町の休耕田を活用し，泥んこバレー大会
を開催する取組み。
過去２回は竹原市内の有志を中心で実施したもの
を，仁賀地域住民主体の運営として実施するほか，地
域産品の販売等も実施することとしている。

竹原市

入道 みどり わんぱくチャレンジ広島2017

福島から１０人の子供たちを招き，仁賀地区の古民
家を拠点として，住民，特に子供達との交流を行う取
組み。
少なくなっている地域の生活体験（川遊びなど）を地
域の子供達にも体験してもらい，地域を知る，発見す
るきっかけとしていく。

竹原市

15 三原市地域おこし協力隊

田中 政敬

夏のやっさ踊りに合わせ，おまつり専門ツアー会社と
やっさ祭りで都会と海外と地域を 連携し，三原市とやっさ踊りのPRを目指し，首都圏か
繋ぐ
らの誘客を行い，祭り会場での踊り体験や，佐木島で
の住民との交流や盆踊り体験等を実施する取組み。

三原市

16 アースバック・コミュニケーションズ

アースバックハウスの建設過程をワークショップとし
て，地域内外の参加者のコミュニティを創出する取組
み。
自然建築による新しいコミュニ
植原 健司
地域のプロ（土木・建築・林業等）にも参加してもら
ケーションスペースづくり
い， 本物の技術が学べる環境も構築し，会期中の完
成を目指している。
竣工後は地域のコミュニティスペースとしていく。

三原市

団体名称

代表者
氏名

企 画 名

内

容

主な
開催地域

アジア各地の大学で建築デザイン等を学ぶ学生（１８
人）が佐木島に滞在し，島民（小学生含む）と交流しな
がら，ものづくり等をテーマとしたワークショップや建築
デザイン模型の制作等を行う取組み。
制作した模型の見学会の開催や日本人学生の参加
などを通じて，佐木島の新しい活用方法をPRしていく。

三原市

18 まるみヤギ部

ヤギ放牧を活用したサル被害対策の効果検証と，ヤ
サルヤギ合戦！～ヤギを活用
ギの活用による交流人口増加を目指した取組み。
坂本 士郎 したサル被害対策及び地域コ
ヤギの飼養講習やふれあい体験イベント等も開催し
ミュニティーの活性化～
ていく。

尾道市

19 スピンオフ真田丸＠御調プロジェクト

真田幸村の息子真田大助が没した地との伝説を活
スピンオフ真田丸・・・御調の里 かし，里山のローカル伝説を再発見・再発信する真田
住貞 善量 山に語り継がれたもう一つの逸 丸スピンオフの取組み。
話
市と共に実施した調査事業の成果を，シンポジウム
と現地探訪イベントを実施していく。

尾道市

柿の里の魅力を発信するため，天空の里「菅野地
区」で，柿の収穫体験，柿渋仕込体験，柿渋染め体験
柿渋の仕込みと柿渋染め体験 等を実施する取組み。
イベントの開催を通じて，柿製品等のPRを行うこと
で，柿生産の振興にもつなげていく。

尾道市

子ども達の夏の夜の楽しい思い出であった「御調町
夏まつり」の復活を目指し，地域の若者中心で開催し
夏の屋台パラダイス～かつて
ていく取組み。
大田 法弘 の「にぎわい」復活に向けての
地域食材を使った飲食物の提供や，子供中心のス
第一歩！～
テージ構成など，子供たちの郷土愛醸成に繋がる祭り
として実施していく。

尾道市

22 ぷらねっとビーチ実行委員会

橋本 康太

海の夜の魅力として「ウミホタル」を見る・体験するイ
ベントを開催する取組み。
合わせて，地域の魅力（食・海・人）を体験するイベン
トも開催していく。

福山市

24 府中の里山を育てる会

地域の里山で飼育されている「木曽馬」を活かし，乗
馬体験やフリーマーケット，子供たちによるスケッチ大
馬と共にスローなさとやまを体
森田 卓行
会等を開催していく取組み。
験しよう！
里山での自由なスローライフの実例の紹介も兼ねて
いる。

府中市

三次市

日本建築設計学会アジア建築学生サマー

17 ワークショップ実行委員会

20 〝天空の柿の里〟前前後振興区

21 尾道しまなみ商工会青年部御調地域委員会

堀口 徹

宗 康司

アジア建築学生サマーワーク
ショップｉｎ佐木島

ぷらねっとビーチ

26 伊賀和志子ども神楽団

藤岡 勝美

神楽に対する地域の関心が低下し，神楽を見ない，
来ない層が増加している現状に対し，未来博の開催を
伊賀和志子ども神楽団 さとやま
きっかけとして，地域の宝を守る活動として子ども神楽
未来博公演
の活性化を目指している取組み。
さとやま隣人祭りでの公演を希望されている。

27 和田自治連合会

林 正
徳岡 真紀
（担当）

和田の宝を歩いて発見！「ブラワ 索するブラワダ（まちの宝さがし）をイベントとして開催
ダ」の開催とお宝ＭＡＰ作り
し，お宝MAPづくりワークショップを開催する取組み。

和田地区に存在する歴史や食，アウトドア資源を探
三次市

成果品として「お宝MAP」を制作していく。

28 よう

「芸藩通誌」にも載っている地域資源「大土山」を活
かした都市との交流事業の実施を目指した取組み。
パワースポット「大土山」に登り
瀬川 博文
巨石が多く，見どころの多い大土山を地域ぐるみで
ましょう
整備（山頂の立木伐採等）し，地域の農村体験（食）と
組み合わせたイベントを実施していく。

三次市

29 クラシノワ舎

県内でも盛んに栽培されていた「和綿」の復活を目
指した取組み。
「綿を育て，紡ぎ，染める」ワークショップの開催や和
ひろしまオーガニックコットンプ
徳岡 真紀
綿を使った商品開発ワークショップ等を開催していく。
ロジェクト
未来博では，和綿の栽培講習も行い，耕作放棄地の
解消や里山景観づくりに向けた取組みを実施してい
く。

三次市

三次市に縁を持つ人々を段階的・継続的に増やして
東京エア広島三次会拡大プロ いくため，東京での三次ファンコミュニティ（スナックあ
ジェクト
ぐり）の企画運営や三次視察ツアー，三次でのスナッ
クあぐり本店解説イベント等を実施していく。

三次市

三和町「板木自治振興区」大王山を元気にし

30 東京エア広島三次会

清水 謙

団体名称

代表者
氏名

企 画 名

内

容

主な
開催地域

三次市のほか県北地域の歴史・産業・人材を通じた
地域の魅力発信を目指し，フィールドワーク，講演会，
「史跡の小宇宙探索」第１回～ 体験学習などによる歴史塾イベントを開催する取組
加藤 光臣
第６回
み。
将来的には，出雲，安芸地域にまで拡大を目指して
いる。

三次市

宮本 和夫 三江線駅伝プロジェクト

JR三江線の駅と駅をつなぐ駅伝イベントの実施を目
指す取組み。
始発列車と共にスタートし，最終列車の到着までに
終着駅を目指すこととし，途中，沿線地域の魅力（食・
宿・自然・文化）などを動画生中継（ストリーミング配
信）しつつ実施していく。

三次市

福原 一欽 やまなみプロジェクト（仮）

中国道とやまなみ街道沿線の市町の参画を得て，三
次市で交流イベントを開催する取組み。
地元高校生の若く独創的な企画を盛り込み，中山間
地域の魅力を発信していく。
イベントは，11/12，11/13で開催し，未来博のプレク
ロージングイベントとして実施する。

三次市

吉舎町の魅力を発信するため，町内の歴史・文化・
吉舎町自治
商店・施設等をつなげて，すごろくウォーキング大会を
振興連合会・ 魅力発見！町内すごろく大会ｉ
初めて開催する取組み。
きさ商工支援 ｎ吉舎（きさ） 吉舎地区大会
参加者が特製さいころをふり，リアルなすごろくとし
センター
て，地域の名物企画としていく。

三次市

第２０回三和町田舎芝居大会
（記念大会）

三和町に２０回を迎えた田舎芝居公演があることを
改めて情報発信し，多くの人々の来場を目指す取組
み。
未来博では，県内にある田舎劇団（小河内昭和劇
団）との共演を行い，地域文化の発信を共に実施して
いく。

三次市

37 作木町自治連合会

涼を求めての女亀山ハイキン
田村 眞司 グとおいしい昼ごはん＆映画
上映も

町内最高峰「女亀山」を活かしたハイキングイベント
の実施を目指した取組み。
合わせて，地域の食（地域産の米を使ったおにぎり）
を体験するイベントと合わせて実施していく。
その他，古民家（旧庄屋屋敷：殿敷）を活かした映画
イベント等も開催する。

三次市

38 三次広域商工会青年部甲奴支部

徳島県那賀町（旧木頭村）で柚子を使った地域づくり
を行っている藤田恭嗣（ふじたやすし）さんを迎えて，
小川 治孝 さとやま創生 やればできる！
講演会や勉強会を開催する取組み。
また，那賀町との交流活動も実施していく。

三次市

41 東新会

樫原 節男

みんなで町並みを修景するプロ
ジェクト

東城市街地の町並みや建物を活かす修景道具（木
製行灯・ベンチ）づくりを行うワークショップや建物めぐ
り・スケッチ大会等の交流イベントを実施する取組み。

庄原市

樫原 節男

２８年２月に国登録有形文化財となつたヤマモトロッ
修復作業を通じて文化財建物 クマシン旧自治寮の修復作業体験ワークショップを行
を身近に感じる交流ワーク
う取組み。
ショップ
修復に当たっては，専門家の指導のもと実施してい
く。

庄原市

樫原 節男

国登録有形文化財建物群とその周辺地域で，地域
内外の芸術・創作作家による「まちかどアート展」や
ヤマモトオープンフェスタ（国登録
「建物見学会」等を開催する取組み。
有形文化財建物公開&周辺地域イ
旧自治寮では，ジビエ料理の提供を行うなど，地域内
ベント）
外のサポーターの交流拠点として復活させることも目
指す。

庄原市

高野グリーンウォークとして様々な体験メニューを提
たかの体験「紅葉散策とたかのリ
山野邊 和信
供・実施する取組み。
ンゴ食べ比べ」～高野グリーン
（区長）
ウォーク～
未来博では，高野の大きな魅力「りんご」を活かした
渡邉 純子
～高野グリーンウォーク～
取組みを実施していく。

庄原市

31 三次地方史研究会

33 三江線駅伝プロジェクト

34 一般社団法人 三次青年会議所

35 吉舎すごろく大会実行委員会（仮）

36 みわ町田舎芝居同好会わらじ座

42 東新会

43 東新会

44 下高自治振興区

横光 春市

団体名称

45 庄原市 上高自治振興区

代表者
氏名

企 画 名

井上 清憲 （区
長）
たかの体験
担当：香川麻理

内

容

高野での農業・田舎・文化体験１７企画を行う取組
み。
未来博では，これまで自治振興区主体で実施してきた
イベントを地域の人々主体で実施する形に転換してい
く取組みを実施していく。

主な
開催地域

庄原市

46 ＮＩＫＥＮＭＥ ＦＡＢ プロジェクトチーム

庄原市の古民家を購入，改築し，地域と外部との交
ＮＩＫＥＮＭＥ ＦＡＢ プロジェク 流拠点として古民家改修体験を実施していく取組み。
村中 美穂
ト
施設完成後は，企業・団体向け研修・合宿施設等と
して運営していく。

庄原市

47 広島ノルディックウォーカー

地域資源の「りんご」や「巨木」を活かしたノルディッ
リンゴ狩りノルディック・巨木め クウォーキング体験イベントを開催する取組み。
妹尾 奏子
ぐりノルディック
普段立ち入れないりんご農園に入り，りんご狩り体
験も実施するほか，健康づくり講座も開催していく。

庄原市

48 広島ノルディックウォーカー

妹尾 奏子 Ｔｈｅかんだ美術館

地域の「人」を資源として，人と人との交流を提案す
る体験イベントを開催する取組み。
庄原市内中心部にある遊休施設を活用し，地域の
名物おじいさんとの交流・木工教室を里山オープン
ガーデン会期中に実施ていく。

庄原市

49 広島ノルディックウォーカー

未来博拠点を兼ねるコワーキ
妹尾 奏子
ングスペース

庄原市内にコワーキングスペースを開設していく取
組み。
施設の改修をワークショップ形式で実施し，PRと開
設後の利用者の確保を図っていく。

庄原市

50 どまんなか豊栄ヘソまつり運営委員会

MARKET＆GARDEN OF

51 ARTS,TOYOSAKA JAPAN

52 吉和おさんぽギャラリー実行委員会

54 玖島地区コミュニティ推進協議会

55 おきらく縁

56 広島県ウォーキング協会

これまて２０回開催してきた「豊栄ヘソまつり」である
が，地域との一体感が失われ，祭りの存続が難しくな
りつつあるため，地域の子供たちに思い出となる祭り
どまんなか豊栄ヘソまつり（豊
を存続させるをテーマとして，子供達が参加し創るま
栄さとやま未来コーナーの設
つりとしての存続を目指す取組み。
置）
地域に生息する生き物を子供達と捕獲した「自然水
槽」の展示や，ブッポウソウの巣箱づくり，県内大学に
よるサンショウウオの生態説明会などを実施していく。

東広島市

豊栄をアートの町として発信するため，地域のアー
ティスト達が協力し，様々なアートイベントを実施する
豊栄町を拠点に日本とフランス 取組み。
中岡 政文 そして世界へアートで繋がるコ イベント会場での屋外結婚式の実施なども行ってい
ミュニティーの町を目指して
く。
将来的には，豊栄在住アーティストによるフランスで
のアートイベント開催を目指している。

東広島市

吉和地区で開催される各家庭を開放して行う作品展
示・体験プログラム提供のイベント。
未来博では，新たな出展者（後継者）を確保していく
ため，家庭単位でない「ミニ出店」を導入し，気軽に参
加できるイベントとして発展させていくこととしている。

廿日市市

廃校となった旧玖島小学校で，ピザ釜づくり体験，
バーベキューコーナーづくり体験等を地域内外の参画
矢口 信二 みんな集まれ！玖島の廃校で
を得て整備（DIY）するとともに，地域で収穫された食材
（桑田 聡志） 大交流会！
を活用した交流会等を実施し，都市との交流拠点とし
て整備していく取組み。

廿日市市

耕作放棄地を再来し学校給食に食材を提供を行って
おり，未来博期間中に地元小学生を対象として，自分
たちが食べる野菜作りの体験活動を実施する取組
み。

廿日市市

吉和地域にあるウォーキングコースが使われていな
いことから，これらのコースを活用したウォーキングイ
ベントを新たに開催する取組み。
地域の魅力をゆっくりと歩きながら体感できるイベン
トとして継続的な開催を目指している。

廿日市市

金川 学

吉岡 真理
吉岡 有美

吉和おさんぽギャラリー2017

久保 恭規 （仮）小学生農業体験

源 英雄

吉和探索ウォーキング大会

団体名称

57 安芸高田移住情報

代表者
氏名

田中 賢

企 画 名

安芸高田市の食と人

内

容

主な
開催地域

移住希望者に安芸高田の人・土地・食を知ってもらう
機会を創り，移住に向けて馴染みやすい環境づくりを
目指した取組み。
安芸高田市
既に地域にU/Iターンした人々との交流会や食事会，
移住について具体的に学ぶ講座の開設などを行い，
移住希望者を確保していく。

58 ＴＨＡプロダクトデザインｔｅａｍ

初級・中級者向けのサイクリングマップの制作とシー
“初めてのやまなみサイクリン トコースツーリングイベントの開催を目指した取組み。
グ！”（安芸高田サイクリング
中山間地域はアップダウンが多く，初級・中級者には
兼光 成洋
安芸高田市
マップの製作とミニツーリングイ ハードルが高いことから，入門編としてのおすすめ
ベント）
コースを設定し，中山間地域でのサイクリングファンを
増やしていく。

59 クリ8

南澤 克彦

60 安芸高田花火大会実行委員会

金山 洋介
担当下瀬秋 第１４回安芸高田花火大会
穂

土師ダムで開催される花火イベント・
未来博では，土師ダムの桜を守る「桜守プロジェク
ト」と連携し，活動紹介や活動への参画を呼び掛ける
ためのブース出展のほか，地域ならではの食材を活
かした食ブースを出展していく。

61 めぐみ多き宝の島応援交流隊

「めぐみ多き宝の島ＩＮ江田島
河賀 恵子
夢物語」

大柿高校の存続の支援として，高校のグランドを活
用し，江田島の魅力を発信する食・高校生によるファッ
ションショー，ライブ等を開催する取組み。
高校同窓会等と連携した取組を検討している。

江田島市

広島路上観察倶楽部 江田島市をもっと知ろ
塚田 忠則 江田島もっと知ろうや！
62 うやプロジェクト

市内４つの町の魅力を写真で伝える取組み。
地域内外の人々の参加を得て，地域資源探しのまち
歩きイベントを実施し写真を撮影する。
撮影した写真は広島市内の。

江田島市

63 ｓａｔｏｙａｍａ ｕｎｉｏｎ

今野 大輔 さとやまマママルシェの開催

江田島市小用港で，江田島市と県内５市町（庄原・
府中・東広島・安芸太田・神石高原）の産品を集めた
マルシェを開催する取組み。
９月２日の開催に向けて準備を行っている。

江田島市
他

今野 大輔 ソーシャルパーティの開催

地域の子供たちを対象に，映像だけでないリアルな
音楽やダンスを体感するエンターテイメントを実際に体
験する機会を創出する取組み。
地域で活動するアーテイストや大学生等にも参加を
呼びかけていく。

江田島市

65 ザリガニ計画実行委員会

堀川 直子 まるっと島活体験ツアー

ガイドブックに載らない江田島の魅力を体感するツ
アーを開催する取組み。
野菜や海の幸収穫体験，青空クッキング，地域の人々
との交流体験などを実施していく。

江田島市

66 特定非営利活動法人やまおこしの会

丸山 帝治

64 ＡＵ-ＲＡ

67 いにぴちゅ会

68 ひろしま里山ウェーブ 安芸太田町チーム

河野

司

佐野 寿

鹿革×Fablab Ａｋｉｔａｋａｔａ
モノづくりWork ｓｈｏｐ

獣害対策として捕獲された獣皮の有効活用とファブ
ラボにあるレーザーカッター等を活用し，縫製した革小 安芸高田市
物を制作するワークショップを開催する取組み。

安芸高田市

子ども達を対象に，間伐体験や薪割り，木工品づくり
山の資源を活かした木育活動
などを行うほか，薪で新米を炊く食事会等を実施する 安芸太田町
（薪割り体験）
取組み。

都市部の子供達と安芸太田町内の子供たちの交流
イベントの開催を目指す取組み。
広島市内の企業等の支援を得て，自然散策や創作
表現活動，農作業体験等を行う。

安芸太田町

町民と町のファン（あきおおた家族）が協力し，町の
PRメディアを制作し，情報発信を行う取組み。
あきおおた家族 拡大プロジェ 参加者の募集と安芸太田町での現地取材ツアー等
クト
を開催していく。
第一弾として「加計商店街マップ」の制作を予定して
いる。

安芸太田町

なかよし探検隊

団体名称

69 特定非営利活動法人フリースクール木のねっこ

70 みどりのゆびファーム

71 まったり島人

72 木江の灯火実行委員会

73 旅する櫂伝馬実行委員会

74 古里を伝える会

代表者
氏名

企 画 名

田上 美由紀 循環型の地域発信

佐々木 陸

麦づくり体験withピザ釜づくり
ワークショップ

大地 秀二 まったり島体験

南 和希

内

容

主な
開催地域

フリースクールを運営している団体の取組み。
地域活動拠点「木のねっこログ」で地域と共にコン
サートやダンスの音楽イベント，カフェ等の食の提供等
を行うフェスを開催する取組み。
会場のウッドデッキを制作する体験会も開催し，地域
からの参加を通じて，活動の紹介も行うほか，地元神
楽団等との連携等を図り，魅力的なフリースクールと
してフリースクールに通いたい家族の移住等も目指し
ていく。

北広島町

家族連れを対象に，麦づくり（刈取り，はで干し，脱
穀，製粉）を体験し，一粒の麦が形を変えて口に入る
のかを学ぶ農業体験を行う取組み。
未来博では田舎暮らしの魅力をより知ってもらうた
め，ピザ釜制作ワークショップを行い，参加者との関係
強化も図る。

北広島町

古民家等を改修し，安価に泊まれる宿泊施設の整備
広島市
を目指した取組み。
（江田島市）
対象地域を選定していくため，地域での農村・文化
（大崎上島
体験を行うためのイベントを江田島市及び大崎上島町
町）
で開催していく。

木江地区にある木造３階建の古民家を対象に，現場
見学ツアーの開催や町並みのライトアップ（櫂伝馬祭
最後の灯火（木江の古い街並
開催時）を行う取組み。
大崎上島町
み運用計画）
空き家ツアーのほか，空き家活用に向けた清掃ワー
クショップなども実施していく。

大崎上島から宮島まで櫂伝馬を漕いていく取組み。
未来博では，大崎上島や櫂伝馬の取組をPRするた
旅する櫂伝馬2017～広島にド め，広島市内原爆ドーム前での伝馬船乗船体験や市
藤原 啓志 デカいカープのCを作ろう！！ 内のシーカヤックやスタンドアップパドルボード団体と
編
広島市内の河川（本川・元安川）で共漕する取組みも
計画中である。

道の駅世羅周辺の里山・里地を舞台に，散策路の開
道の駅・世羅を中心にした里山 設や子供を対象とした登山（宝さがし）イベント，案内
門原 一士
つくり
標識の整備等を行う取組み。
山の日に合わせた登山イベントも計画している。

地域の森林を資源としてロープを使った木登り「ツ
リーイング」体験会を実施する取組み。
新しい里山の遊び方の提案を目指しており，「さとや
ま未来展」での実施を希望している。

75 一般社団法人フォレステラ

三枝 幸樹

もっと，自然体験を

76 神石高原の神楽推進協議会

赤木 利則

神石高原町にある７社の神楽団が一堂に会した共
神石高原の大神楽共演会（仮
演会を開催する取組み。
称）
公演以外にも神楽着付け体験等も実施していく。

さとやま未来博を盛り上げた
い！

大崎上島町

世羅町

神石高原町

神石高原町

さとやま未来展の開催に合わせて，開催地域の「宝」
を巡るツアー造成を行う取組み。
ツアー造成に向けて，地域住民による地域資源発掘 神石高原町
ワークショップを開催し，地域ならではの魅力的なツ
アーを企画していく。

77 神石高原さとやま住民講座推進協議会

矢川 利幸

78 学生ＮＰＯここつなぎ

地域の小中学生を対象に，町内で活躍するヒーロー
達（大人達）の話を聞く場を設定していく取組み。
橋本 雄太 神石高原町地元学プロジェクト 合わせて，都市部の大学生から生活や大学生活の
話も聞き，「神石らしさ」と「地域の良さ」を再認識する
授業としていく。

神石高原町

79 ひろしま里山ウェーブ 神石高原町チーム

神石高原町と首都圏との絆づくり体験イベントを行
い，町の関係者人口を増やしていく取組み。
親戚関係構築を目的とした神
首都圏では東京都港区「芝浦アイランドタワー自治
真山 大希 石高原町の暮らし体験イベント
会」との関係構築を目指し，地区内の公園で神石の暮
の開催
らし体験イベント（こんにゃく作り，竹細工，紙ヒコーキ
制作等）をおこなうことを計画している。

神石高原町

80 神石高原町森のこみち推進協議会

入江 嘉則
(会長)
神石高原町 森林セラピー®
惣道 久敬(
事務局)

さとやま未来展において，神石高原町森林セラピー
のPRを目指した取組み。
三原市佐木島との連携を検討していくこととしてい
る。

神石高原町

団体名称

81 チームＴＡＳＵＫＩせら

82 チガラボ

83 一般社団法人空き家サポート協会

85 ひろしま神楽女子

86 私はストーブだｉｎひろしま

87 日本出版販売株式会社 広島支店

88 見ぬ友と心を結ぶのろしリレー

代表者
氏名

新井 正

企 画 名

ひろしまグルメ街道！「しまな
み×やまなみ」ｉｎ恵比寿

内

容

尾道・世羅・三次の美味しい食を食べるイベントを東
京都恵比寿で開催し，食を通じて広島を知ってもらう
取組み。
未来博では，対象市町を拡大（昨年は世羅町）して
実施していく。

主な
開催地域

東京都

首都圏での定期的（３か月に１度）に江田島食イベン
トを開催するほか，関係者の実体験に基づく江田島紹
交流人口増加ハッピースパイラ
竹之内 優希
介ブログを作成するとともに，その内容をリーフレットと
ス
してまとめ，７月にTAUで開催するイベントでの配布を
目指している。

東京都

中山間地域にある空き家を活かし，日本文化（三味
線，茶道，日本舞踊等）を体験する場を構築していく取
「里山の空き家を活用したに日本
組み。
文化の交流体験場づくり」
対象者は子供から大人までとし，都市との交流を
行っていく。

広島市

丸山 健吉

神楽の魅力を伝えていくため，自らが「案内人」（司
会・演目解説者）となり，神楽講演に参加していく取組
み。
神楽の楽しみ方を知ってもらい，観客の増加と後継
者の確保を図っていく。
その他，神楽広報誌の創刊も目指している。

広島市

石岡 敬三

私はストーブだｉｎひろしま

全国から自慢の手づくり薪ストーブを持ち寄り展示
し，日のある暮らしについての情報交換，薪の火を
使った料理によるマルシェ，薪ストーブに関する講演，
音楽イベントなどを１１月に開催する取組み。
未来博では，世界の暖房器具（韓国：オンドル，ロシ
ア：メイソンリーヒーター）の紹介と制作ワークショップ
を実施していく。

府中市

岡田 充弘

県内の書店にて，学校で読んでもらいたい「本」の寄
贈を受付け，後日まとめて「小鳥原小学校」に寄贈す
「本」期で，さとやま交流プロジェク る取組み。
ト
学校では本を寄贈した人と地域の人々等で「ビブリ
オバトル」など，本を通じた交流イベントを開催を検討
していく。

庄原市

住川 裕江 神楽女子流案内人（仮）

岸 健太郎

のろしリレーwithさとやま未来博

しまのわで生まれた「のろしリレー」を未来博でも実
施する。
「里山」と「しまのわ」エリアを結ぶものとして，「のろ
し」の輪を構築していく。

広島市

