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団体名 代表者氏名 設立年月日 

 しょうばら花会議 佐藤 浩子 2010 年 8 月 9 日 

会員数 会費 入会金 会員募集 

130 人 1,000 円 無 円 随時 

活動日 不定期 活動場所 市内 

活動分野 まちづくり 活動区分 任意団体 

団体の目的 

 身近な玄関先から「花と緑のまちづくり」を広げていく。このこ

とにより、「地域コミュニティの輪」「安心安全の地域づくり」「青

少年の健全育成」「地域の活性化」等に役立つと考える。参加する

人が愉快で楽しいことが一番の目標であり、住んでよかったと思え

るまちづくりを目指している。 

 

活動内容 

 １．庭主部会：オープンガーデン、春と秋開催 

２．庭花部会：寄せ植え講習会（一般・小学校・中学校）毎月第３

日曜日、丘陵公園でスキルアップ講座 

３．旅花部会：先進地視察旅行年１回 

団体の PR  身近な玄関先から「花と緑のまちづくり」を広げていきます。 

ホームページ  

担当者 連絡先 

 庄原市観光協会内 
電話 0824-75-0173 FAX 0824-75-0172 

メール kanko@shobara.net 

   



No  13       

団体名 代表者氏名 設立年月日 

 九日市愛好会 寺岡 隆行 2001 年 3 月 9 日 

会員数 会費 入会金 会員募集 

5 人     円 無 円 随時 

活動日 
 毎月 9 日 

9：00～13：00 
活動場所 中本町商店街・まちなか広場 

活動分野 まちづくり 活動区分 任意団体 

団体の目的 

 空き店舗活用で市街地活性化が目的。店と店、店と客、客と客の

コミュニケーションによる、まちづくり・人づくりも目的。430 年

前に始まった市（いち）の復活。 

 
活動内容 

 毎月９日、9：00～13：00 に市を開催。毎月 20 日夜に運営会議。

出店地図を市内数箇所に配布。当日は九日市ノボリを掲揚。出展者

は中国地方一円から。楽笑座・アート多愛夢・三軒茶屋・その他近

くの商店等が九日市協賛行事と売り出し。スタッフ数名、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

活動。毎年、庄原小学校へキャリア教育で、九日市の講義に出向い

ている。 

団体の PR  感謝と笑顔・人のぬくもりの伝わる九日市 

ホームページ http://kunchi-ichi.main.jp 

担当者 連絡先 

 寺岡 隆行 
電話 0824-72-2793 FAX 0824-72-2793 

メール akoaret.10.12@ipstar.ne.jp 
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団体名 代表者氏名 設立年月日 

 特定非営利活動法人 節分草保存会 中谷 昭夫 2005 年 2 月 16 日 

会員数 会費 入会金 会員募集 

16 人 3,000 円 3,000 円 随時 

活動日 
 公開期間（約 1 ヶ月）と草刈や育成など 5

日前後 
活動場所 総領山野草活動センター 

活動分野 まちづくり 活動区分 ＮＰＯ 

団体の目的 
 山野草の保護育成及びさとやま景観保全等に関する事業を行い、

地域社会全体の利益の向上に寄与する。 

 

活動内容 

 総領地域の春植物と里山の景観保全による地域振興を目指して、

庄原市の天然記念物で広島県の絶滅危惧種第２類でもある「節分

草」の自生地の調査と保護育成及び普及のための公開などを行って

いる。 

団体の PR  会員募集中です！お気軽にご参加ください！ 

ホームページ  

担当者 連絡先 

 
電話 0824-88-7088 FAX 0824-88-2330 

メール satoyama@u-broad.jp 
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団体名 代表者氏名 設立年月日 

 一般社団法人 庄原青年会議所 小林 護 1965 年 11 月 14 日 

会員数 会費 入会金 会員募集 

25 人 10,000 円/月 15,000 円 随時 

活動日 ほぼ通年 活動場所 庄原市内 

活動分野 まちづくり 活動区分 その他 

団体の目的 
政治、経済、社会及び文化等に関する調査研究を行い、地域諸団体

と連携して地域社会の正しい発展を図ること。 

 
活動内容 

１．次世代を担う子ども達の心身を成長させ郷土を愛する心や道徳

心を育む 

２．国々地域を牽引する人材を育成する活動 

３．地域住民・地域行政に対し問題点を調査研究、提議し諸問題を

考え解決していく事により更なる地域発展に寄与する活動 等 

その他公益目的事業の推進に資するため必要に応じ活動 

団体の PR 

混沌という未知の可能性を切り拓き、個人の自立性と社会の公共性

が生き生きと協和する確かな時代を築くために率先行動いたしま

す。 

ホームページ http://shobara-jc.skr.jp/ 

担当者 連絡先 

山田 潤 

庄原商工会議所内 

電話 0824-72-2121 FAX 0824-72-6608 

メール sjc@mx4.tiki.ne.jp 
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団体名 代表者氏名 設立年月日 

 Ｒｕｒａｌ
ル ー ラ ル

Ｌｉｆｅ
ラ イ フ

実行委員会 馬舩 純一 2015 年 1月 8 日 

会員数 会費 入会金 会員募集 

5 人 ― ― 随時 

活動日 ほぼ通年 活動場所 庄原市内 

活動分野 まちづくり 活動区分 任意団体 

団体の目的 
庄原市の農村を始めとする“いなか”の豊かな地域資源を広くＰＲ

し、農業、農村文化、地域の担い手となる若者の定住促進を図る。 

 
活動内容 

（１）  地域の特色、魅力を活かしたイベントを開催します。 

（２）  イベントに参加される皆様の出会いをサポートします。 

（３） 積極的に地域のにぎわいづくりに広く参加します。 

団体の PR 大人が本気で楽しめる企画を開催します。 

ホームページ  

担当者 連絡先 

非公開のため企画振興課へ 

お電話ください 

電話 0824-73-1209 FAX  

メール  
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団体名 代表者氏名 設立年月日 

しょうばら若者異業種交流会実行委員会 小柳 千紘 2015 年５月 14 日 

会員数 会費 入会金 会員募集 

16 人 無 無 随時 

活動日 不定期 活動場所 庄原市内 

活動分野 まちづくり 活動区分 任意団体 

団体の目的 

庄原市に住む若しくは働く多様な業種の若者同士の交流を推進

し、つながりをつくることで、若者の福利厚生に寄与するとともに、

まちづくり活動への参画を促進することを目的とする。 

 
活動内容 

大規模な交流イベントを年間 2回程度、小規模な交流イベントや

講座等を随時開催。 

 日常的には会議等で、イベントの準備と実行委員同士の交流を図

ります。 

団体の PR 
 庄原に暮らす若者同士が業種を越えてつながることで、若者が住

んでいて楽しい庄原、充実した生活を送れる庄原を実現します。 

ホームページ  

担当者 連絡先 

庄原市役所内 
電話 0824-73-1257 FAX 0824-72-3322 

メール  
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団体名 代表者氏名 設立年月日 

Shobara
シ ョ ウ バ ラ

 Ijyu
イジュウ

-
－

Lab
ラ ボ

 水間 真 2015 年 11 月 2日 

会員数 会費 入会金 会員募集 

９ 人 無 無  随時 

活動日 月２回程度 活動場所 庄原市内 

活動分野 まちづくり 活動区分 任意団体 

団体の目的 

古い価値観や常識に縛られない新しい移住の仕方、暮らし方をテ

ーマに、庄原市の 移住・リノベーションに携わる人たちが活発に

活動できる場を提供することを目的とする。 

 
活動内容 

(1) リノベーションに関わるイベントの開催。 

(2) 移住に関わるイベントの開催。 

(3) 地域活性化に関わるイベントの開催。 

(4) 庄原市の移住に関わるコンサル・サポート業務 

団体の PR 
 庄原市の移住・リノベーションに携わる人たちが活発に活動でき

る場を提供します。 

ホームページ https://www.facebook.com/Shobara-Ijyu-Lab-646238688847408/ 

担当者 連絡先 

水間 真 
電話  FAX  

メール m.320makoto@gmail.com 
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団体名 代表者氏名 設立年月日 

お通り保存振興会 谷 壯一郎 平成６年７月１日 

会員数 会費 入会金 会員募集 

１７２ 人 1,000 円/口 無  随時 

活動日 不定期  庄原市内 

活動分野 まちづくり  任意団体 

団体の目的 

東城町の伝統文化の継承、町民の相互の信頼感、連帯感を醸成し、

活力ある町づくりを標榜し、本行事が町民の誇れる歴史文化的事業

として未来への財産となることを望み、盛大に開催されるよう協力、

推進していく。 

 
活動内容 

「お通り」実施のため、資産の維持管理、収益事業の実施、行列等

の企画構成・演出、実施関係団体との連携・協力、お通り関連の広

報等及び関連団体との連携事業の実施 

団体の PR 
 全国的にも珍しい母衣（ほろ）を育んでいる文化を基本とする街

づくりを目指しています。 

ホームページ http://oto-ri.net/ 

担当者 連絡先 

半田 富啓 
電話 08477-2-0525（代）東城町商工会内 FAX 08477-2-3129 

メール Info@oto-ri.net 
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団体名 代表者氏名 設立年月日 

メープルハウス 近藤 裕祐 平成 28年 4 月１日 

会員数 会費 入会金 会員募集 

11 人 無 無  随時募集 

活動日 不定期 活動場所 
県立広島大学庄原キャンパス 

庄原市内の空き家 

活動分野 まちづくり 活動区分 任意団体 

団体の目的 
学生が空き家を利用することで、庄原市の活性化、学生の活躍の場

を提供すること。 

 
活動内容 

庄原市内の空き家を活用し、学生又は地域と学生の交流の場を作る

ため、空き家を借りてイベントをする。 

団体の PR 空き家で庄原を元気にしたい 

ホームページ  

担当者 連絡先 

非公開のため企画振興課まで 

ご連絡ください 

電話 0824-73-1209 FAX 0824-72-3322 

メール jichi@city.shobara.lg.jp 
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団体名 代表者氏名 設立年月日 

さくらプランニング 時武 建哉 平成 15 年 10 月１日 

会員数 会費 入会金 会員募集 

25 人 無 無  随時募集 

活動日 毎週金曜日（18：30～20：30） 活動場所 
県立広島大学 

（庄原キャンパス） 

活動分野 まちづくり 活動区分 学生サークル 

団体の目的 

地域資源を利活用した交流事業などを行い、観光、その他の資源及

び文化などの情報を広く発信することで、本市の観光振興、地域振

興に寄与することを目的としている。 

 
活動内容 

七夕祭りへの出店 

里山トライアスロンの企画運営 

団体の PR 
大人の方々との交流が多くコミュニケーション力を鍛えることが

できるので、将来に役立つこと間違いなし！！ 

ホームページ  

担当者 連絡先 

後藤 ひろこ 
電話 090-7126-4659 FAX  

メール  
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団体名 代表者氏名 設立年月日 

帝釈峡ルネサンス会議 和田 匡弘 平成 30 年２月 20 日 

会員数 会費 入会金 会員募集 

８人 無 無 随時募集 

活動日 年間 約 10 日 活動場所 国定公園帝釈峡 

活動分野 まちづくり 活動区分 任意団体 

団体の目的 

白鳥省吾歌碑の維持管理をはじめ、多面的活動に取り組み、庄原市

まちづくりの推進に尽力する。さらに庄原市と神石高原町との連携

強化の一助を担う。 

 
活動内容 

白鳥省吾歌碑が、国定公園帝釈峡の魅力を全国に発信するシンボル

となるべく歌碑の維持管理、魅力増大に努めるとともに、帝釈峡小

唄（歌、踊り）を全国ネットで公開する。 

団体の PR 帝釈峡に輝きを！ 

ホームページ  

担当者 連絡先 

 和田 匡弘 
電話 (08477)2-1188 FAX (08477)2-1177 

メール so310t@helen.ocn.jp 
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団体名 代表者氏名 設立年月日 

庄原駅周辺地区まちづくり協議会 西田 学 平成 25 年３月 14 日 

会員数 会費 入会金 会員募集 

24 人 無 無  随時募集 

活動日 
不定期（8：30～17：15） 

年間 約 30 日 
活動場所 庄原駅周辺 

活動分野 まちづくり 活動区分 任意団体 

団体の目的 

庄原駅周辺地区土地区画整理事業を円滑に進め、公共交通の結節点

としての利点を活かした「にぎわいのあるまちづくり」及び庄原駅

周辺における「居住者及び事業者の利便性の向上の実現」に寄与す

る事を目的とする。 

 
活動内容 

年２回のしょうばら駅前フェスタの開催等により、庄原駅周辺のに

ぎわいづくりや、視察研修等を行い、地域の活力づくりを行ってい

る。 

団体の PR 
地域の活力づくりや、存続の危ぶまれている芸備線の利活用などの

課題に取り組んでいます。 

ホームページ  

担当者 連絡先 

庄原市役所 

都市整備課内 

電話 (0824)73-1115 FAX (0824)73-1147 

メール  
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団体名 代表者氏名 設立年月日 

庄原を想う会 栁井 妙子 令和３年５月１日 

会員数 会費 入会金 会員募集 

８人 3,000 円／年 無  随時募集 

活動日 
イベントは２ヶ月に一度、会員の話し合いは月１回 

9：30～11：30（まち歩きの日は午後を予定） 

年間 約 20 日 
活動場所 庄原市内 

活動分野 まちづくり 活動区分 任意団体 

団体の目的 

毎回異なるテーマを掲げ、幅広い年齢層の人同士が地域について気

軽に話し、庄原を深く考える機会を提供することで、新たなネット

ワークの構築によるまちづくり活動の推進を図る。 

 
活動内容 

専門家の講演を含めた話し合いの場の提供や、幅広い層の集まるイ

ベントの実施、文化・伝統を継承する交流活動等、人の集える場を

提供することで、地域を見つめなおすと共に仲間の輪を広げる。 

団体の PR 地域について気軽に話し、仲間の輪を広げよう。 

ホームページ shobaraomou.wixsite.com/mainpage 

担当者 連絡先 

栁井 妙子 
電話 080-3631-9125 FAX  

メール shobara.omou@gmail.com 
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団体名 代表者氏名 設立年月日 

庄原市空き家解決専門家ネットワーク 飯田 一生 令和３年２月１日 

会員数 会費 入会金 会員募集 

９人 10,000 円／年 無  随時募集 

活動日 
毎日 ９：00～17：45 

年間約 240 日 
活動場所 庄原市全域 

活動分野 まちづくり 活動区分 任意団体 

団体の目的 

当法人は、空き家問題を解決し、移住者・社会事業家を支援するこ

とを目的とし、次の事業を行う。 

（１）空き家調査・流通促進事業 

（２）啓発・啓蒙事業 

（３）同様の目的の他団体の中間支援及び仕組みづくり支援事業 

 

活動内容 

庄原市の空き家問題を解決するため集まった司法書士、行政書士、

不動産業者等を中心とする専門家集団です。空き家問題の解決、移

住者の支援、成年後見制度の拡充、空き家問題の啓発、社会事業家

の支援に力を入れています。 

団体の PR 空き家問題でお悩みの方、是非相談してください。 

ホームページ  

担当者 連絡先 

飯田 一生 
電話 0824-72-2315 FAX 0824-72-2316 

メール info@office-issei.com 
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団体名 代表者氏名 設立年月日 

東城路まちなみ協議会 谷 壯一郎 平成 29 年 7 月 25 日 

会員数 会費 入会金 会員募集 

20 人 無 無  随時募集 

活動日 

不定期 

会議 19:00～20:30、イベント等 10:00～17:00 

年間約 15 日 

活動場所 
夢街道ルネサンス「街道東城

路」周辺 

活動分野 まちづくり 活動区分 任意団体 

団体の目的 
市民が主役となり街道東城路周辺地区の魅力ある安全安心な街道づ

くりを進め、にぎわい創造をめざすことを目的とする。 

 活動内容 

1.街道東城路周辺地区の一体となった魅力づくり。 

2.魅力ある街道づくり。 

3.街並み景観ガイドラインの策定及び管理。 

4.安全安心なまちづくり。 

歴史部会、景観部会、防災部会を設けて事業展開をしてます。 

団体の PR 
往年の活力のあった「街道のまち東城」の姿を取り戻すために、一

緒になって盛り上げていきましょう。 

ホームページ  

担当者 連絡先 

庄原市役所東城支所 

産業建設室内 

電話 08477-2-5141 FAX 08477-2-5000 

メール kensetsukanri-tou@city.shobara.lg.jp 

 


