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●「県民いきいき活動支援事業」のご案内● 

～「地域のために何とかせねば！」と熱き想いを持つ皆さまへ～ 

定住財団では、地域の課題解決や地域の活性化に向けた公共性・公益性の高い活動を応援します。 

私たちの地域を守り育てるための新たな事業の立ち上げや、更なる飛躍に向けた活動をされる際に 

ご活用下さい。多くの皆さまからのご応募をお待ちしています！  

【申請締め切り：第１回：６月20 日（金） 第２回：１２月１９日（金）】 

＜県民いきいきステップアップ事業＞ 

（立ち上がり・取り掛かり型） 
 

＜県民いきいきジャンプアップ事業＞ 

（自立・本格稼動型） 

対象団体：県内の民間団体やグループ(法人格を持たない準備

段階の団体)及び、NPO法人 

助 成 率：２／３以内  

助成対象となる事業期間：１年以内  

助 成 額：１００万円以下 

 

助成団体：県内の民間団体やグループ、企業、NPO法人等 

助 成 率：２／３以内  

助成対象となる事業期間：２年以内  

助 成 額：原則として３００万円以下（審査委員会が特に必要 

と認めた場合は上限５００万円まで） 

 

☆双方の事業ともに審査会にて助成の可否を決定します。 

☆審査・採択にあたっての審査項目 

・地域の課題解決や活性化につながる公共性・公益性の高い活動かどうか 

・経営(事業)計画の確実性が高いものかどうか 

・企画アイディアが優れているかどうか 

・事業実施に向けての下地づくりができているかどうか 

・申請者に熱意があるかどうか 

 

＊詳しくは担当スタッフがご相談に応じます。お早めにご相談下さい！ 

 
 

 

 
 
 

【松江事務局】 

〒690-0003  

松江市朝日町478-18 松江テルサ３階 

TEL (0852)28-0690   

FAX (0852) 28-0692 

E-mail shimane@teiju.or.jp 

URL http://www.teiju.or.jp 

【石見事務所】 

〒697-0034 

浜田市相生町1391-8シティパルク浜田2階 

石見産業支援センター「いわみぷらっと」内 

TEL (0855)25-1600  

FAX (0855)25-1630 

E-mail iwami@teiju.or.jp 

しまねいきいきねっと 

〔地域づくり・NPO活動団体情報紙〕 

編集・発行： (財)ふるさと島根定住財団（しまね県民活動支援センター） 

県内の地域づくり団体やＮＰＯ法人の皆さんからの情報を募集してします。 

イベントのお知らせやボランティアスタッフの募集、「○○を譲ってほしい」といった 

ことなど、地域づくりや社会貢献活動に関する情報発信のツールとしてご利用ください。 

 

★機関紙は原則毎月２０日発行です。掲載を希望される方は毎月１０日までにご連絡 

ください。 

★県内関係機関、市町村、社会福祉協議会などに配布されます。（定住財団ホームページにも掲載します。） 

★原稿は１００～１５０字程度（掲載希望の数による）。 

★希望多数の場合には掲載できないことがあります。 

★申込み・お問い合わせは担当：尾形まで 

◇◇掲載情報募集のお知らせ◇◇ 



     Ｉターンの人間からみた安来のよさ再発見! 

  豊かな森を次世代に!! 
自然を守るのは、動物の気持ちがわかる子供たちや、心やさしき一般市民です。 

くまと森がシンボルの実践自然保護団体『日本熊森協会』会長 森山まり子さんによる島根県初の講演会。 
 

日時：6 月28 日（土） 

場所：安来市観光交流プラザ（安来駅構内） 

●定 員：80 名 

●参加費：500 円（高校生以下は無料） 

●開場      13：00～ 

●イメージ演奏  13：30～ 

●講演      13：45～16：00 

日時：6 月29 日（日） 

場所：東比田交流センター 

●定 員：50 名 

●参加費：500 円（高校生以下は無料） 

●開場        9：30～ 

●イメージ演奏  10：00～12：00 

●講演      13：00～15：00（軽食を用意しています。） 

◇『日本熊森協会』の活動内容は、ホームページをご覧ください。 http://homepage2.nifty.com/kumamori/ 

◆問い合わせ・お申し込み先◆ 

さんきんさろん（Iターンして安来に移り住んだ人の会です）TEL：0854-34-0130（担当：中村）携帯：080-6304-4552 

第２回タウンプラザしまね 

地域づくりフォーラム 
 

 

 
   

日時：6 月14 日（土） 14：00～16：30  

会場：タウンプラザしまね 

（島根県市町村振興センター）２階交流スペース 

●プログラム 14：00～16：30 

◎第１部：しまね食の地域づくり実践紹介  

・コメンテーターに堀江修二氏（しまねブランド育成アドバイザー） 

を迎え、各団体の体験や事業をご紹介。 

◎第２部：しまね食の地域づくり談義  

・コメンテーターに小林伸雄島根大学准教授（あの、からみ大根の！）

を迎えます、 

●参加費無料 定員100名 

●しまね食の交流会 17：00～19：00 

・奥出雲木屋谷（こやんたに）のみなさんが、手打ちそばを提供。 

・しまねの地域食材をふんだんに使った料理をお出しします。 

●会費：2000円（予定） 
 

◆問い合わせ・お申し込み先◆ 

島根まちむらネットコンソーシアム 

TEL：0852-27-6270  

FAX：0852-24-8036  

E-mail：inoue-mjuku@mable.ne.jp 
 

 
 

 

～現場目線の協働を考える～ 
 

島根県内のNPO が集まって、自由かったつに話あえる会

です。今回は、ゲストに井上定彦先生（島根県立大学教授）

と原誠一氏（島根県NPO活動推進室長）を迎えて「協働」

をテーマに現場で取り組むNPO の視点から、課題や今後

の展望について議論を深めたいと思います。NPO の人、

NPO の設立を考えている人、そして NPO との協働に期

待する（悩む？）行政の方々など、気軽にご参加ください。 
 

日時：6 月８日（日） 14：30～ 

場所：いわみーる402 会議室（浜田） 

●交流会：14：30～16：30 

１)出席NPO全員自己紹介  

2)３団体の NPO 法人より「現場目線での協働の視点」から取り

組み紹介  

3)ディスカッション「現場目線で協働はなしえているのか？」  

●懇親会：16：30～17：30  
◆問い合わせ・お申し込み先◆ 

県立西部情報化センター内 島根NPO 連絡協議会係 

TEL：0855-24-9346  

FAX：0855-24-9347 

E-mail：npo@agener-iwami.org 

『入来舎（はいらいや）』開店のお知らせ！ 
松江市美保関町の地元を元気にしたい女性有志でつくる「つわぶきの会」が、ふるさと島根 

定住財団の助成を受け「入来舎」をオープンしました！ 

場所は仏谷寺の門前です。お気軽にお立ち寄りください。 
 

*+*+*+*+**+*+*+*+*こんな場所にしたい！*+*+*+*+**+*+*+*+* 
 

●地元の人たちが集まって、気軽におしゃべり出来る場所に!! 

●おいしいものを食べながら、誰もがくつろげる場所に!! 

●観光客と町の人たちが出会い、美保関を発信する場所に!! 
 

*+*+*+*+**+*まずは、こんな取り組みをします！*+*+*+*+**+* 
 

●お茶・コーヒーのご提供（300 円、お茶菓子付き） 

●仏谷寺の大日堂のご案内（拝観料300 円円） 

●ミニ「昔の写真展」の開催（無料） 

*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+ 

●開店日：毎週水・土・日の10 時～15 時まで        TEL0852-73-0011／FAX0852-73-0020(福間) 

地域づくり・ＮＰＯ団体から 
の情報提供コーナーです。 

地図 



    
◆公益信託 

               しまね女性ファンド◆ 
 
島根県内の女性を中心に活動している、おおむね１

０名以上で半数以上が女性で構成される民間の団

体やグループに助成します。 

 

【助成分野】●魅力ある地域づくり 

●男女共同参画社会づくり 

●次代を担う人づくり 

●水と緑豊かな環境づくり 

【助成金額】対象経費の２／３を助成（1 万円単位 

で上限５０万円） 

男女共同参画社会づくりの普及・啓発 

活動は対象経費全額を助成（1 万円単 

位で上限１０万円） 

 

締 切 平成 20 年７月３１日 

 

◇問い合わせ・お申し込み先◇ 

公益信託しまね女性ファンド事務局 

〒694-0064 

島根県大田市大田町大田イ 236-4 

県立男女共同参画センター あすてらす 

財団法人 しまね女性センター内 

TEL：0854-84-5514 

FAX：0854-84-5589 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

助成金情報 
◆200 年住まい・まちづくり担い手事業◆ 

住宅の建設や維持管理、流通、またまちづくりなど

についてモデル的な活動を行うＮＰＯや市民団体、

まちづくり協議会などの団体支援のため、財団法人

住宅生産振興財団と共同で「２００年住まい・まち

づくり担い手事業」を実施します。 

 

【対  象】（１）営利を目的としない以下の団体で 

あること。 
（イ）特定非営利活動法人 

（ロ）公益法人等 

（ハ）任意団体 

（２）代表者が明確で、団体としての意

志決定システムが確立している

こと。 

（３）団体の会計処理が適切に行われて 

いること。 

【助成分野】（１）住宅の流通、維持・管理等のため 

の活動 

（２）良好な街並みや住環境の整備・保 

全等のための活動 

（３）その他の住まい・まちづくり活動 

（建設・生産、生活支援等） 

【助成金額】原則として 100～300 万円／団体を基

本とし、500 万円程度 

 

締 切 平成 20 年 6 月 16 日（月）（必着） 

 

◇問い合わせ・お申し込み先◇ 

財団法人ハウジングアンドコミュニティ財団 
〒107-0052  

東京都港区赤坂 1-5-11  

新虎ノ門ビル 5 階   

TEL：03-3586-4869 

FAX：03-3586-3823 

http://www.hc-zaidan.or.jp/ 

◆第 28 回「緑の都市賞」実施概要◆ 

都市の環境改善、景観の向上、緑のリサイクル等に取組み、樹木や花などの「みどり」を用いて、緑あ

ふれる施設づくり、街並みづくりに成果をあげている市民団体や企業等と都市の緑の保全、緑化の推進

に個性的な施策等で取組み、成果をあげている公共団体からの事例を募集します。 

 

【募集部門】緑の拠点づくり部門､緑の地域づくり部門､緑の都市づくり部門の３部門。 

 

締 切 平成２０年６月３０日（月）当日消印有効 

 

●詳しい内容についてはホームページをご覧下さい  

http://www.urban-green.or.jp 

 

◇問い合わせ・お申し込み先◇ 

財団法人都市緑化基金 「緑の都市賞」係 

〒102-0082  

東京都千代田区一番町１０番地 一番町ウエストビル５Ｆ 

TEL：03-5275-2291  FAX：03-5275-2331 

E－mail：midori-info@urban-green.or.jp 

募集 

掲載情報の詳細については、直接各お問い合わせ先へお尋ねください。 



しまね県民活動支援センターのご利用案内 

当財団では、地域づくり活動や社会貢献活動を実践されている皆さまの活動環境向上をめざして、サービス

を提供しています。利用料は無料ですので有効にご利用ください。 

地域づくり・ＮＰＯ情報コーナー 交流サロン・印刷室の貸し出し 

 

地域づくりやコミュニティービジネス、ＮＰＯ法人の

活動案内など情報発信や情報収集にお役立てくださ

い。※松江事務局のみになります。 

 

※随時受付しておりますので、ご希望の方は職員まで

お申し出ください。 

 

 

 

全国の助成財団や中間支援センターなどの助成金

情報や研修情報などを掲示しています。活動団体

のイベントチラシを掲示します。 
（原則Ａ４サイズまで） 
 

 

 

地域づくりやコミュニティービジネス、ＮＰＯ法

人の設立などに関する図書の他、様々な調査報告

書やＮＰＯマネジメントなどを取り揃え、貸し出

しも行っています。 

 

 

 

活動団体の会報やパンフレットなどを閲覧して

います。他団体の資料をご覧になることや、地域

づくりやＮＰＯに関心をお持ちの方に活動案内

などを提供されてはいかがでしょうか。 
 

 

会議や勉強会、交流会や会報作成など作業の場とし

てご活用ください。（用紙は持ち込みでお願いします。） 

 

利用日時／平日 9：00～17：00（要予約） 

（12／28～1／3 を除く） 

※ご希望の方は、電話・FAX・E メール等で予約後、

指定の申込書により事前にお申込みください。 

※1 週間前よりご予約可能です。 

 

 

 

会議や勉強会、交流会などにご活用ください。 

 

 

 

インターネット検索や書類作成なども可能です。 

 

 

 

チラシやパンフレット、会報の作成などにご利用

ください。（印刷可能なサイズは、ハガキからＡ３まで。） 

 

 

 

作成したチラシ等を２つ折りや３つ折りに出来

ます。（A3 まで）※松江事務局のみになります。 

 

 

 

 

●「NPO マネジメント」Vol.54 
 

日本唯一の市民活動・公益団体運営専門誌。 

明日から使える考え方や手法、事例を豊富に紹介。 

今号の特集 コミュニティ・ビジネスの 5 つのカベを乗り越えよう 

      NPO のこれまで 10 年から、これから 10 年を見つめる 

発行：IIHOE[人と組織と地球のための国際研究] 

※創刊号よりバックナンバーも揃っています。 

 

－編集後記－ 

 
4 月から入りました尾形と申します。 

子育てをしていると地域の方々のお世話になることが大変多く、何か恩返しが 

出来ないかとの思いを持っていたところ、ご縁があり財団スタッフとなりました。 

新しいことの連続で日々勉強の毎日ですが、皆様のお役に立てるように精進する 

所存です。 

どうぞ、よろしくお願いします。 

掲 示 板 

図 書 コ ー ナ ー 

情 報 コ ー ナ ー 

会 議 ス ペ ー ス 

パソコンコーナー 

印 刷 機 

紙 折 機 




