
県内研修会(予定) 

(1)田舎ツーリズム研修会in斐川 

簸川平野と築地松、そして宍道湖の魅力を体感してください。    

   日 時 : 平成２０年６月２７日(金) 

場 所：斐川町大字坂田 3287   Tel 0853-62-5128 

のどかな宍道湖畔 そば処『かくれ庵』  

 (2)田舎ツーリズム研修会 in吉賀  

  日 時 : 平成２０年７月１１日(金) (予定) 
 

 県外研修会(予定) 

 ・9 月初旬 幡多広域観光協議会(四万十市 子どもプロジェクト受入先進地)視察 

 ・10 月 1～2 日 全国グリーンツーリズム・ネットワーク全国大会(富山)参加 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

▽▲▽しまね田舎ツーリズムについて▽▲▽ 

 「しまね田舎ツーリズム」がスタートして 3 年が経過しました。その間、県内各地に市町村

レベルでの協議会、研究会が発足しましたし、認定した民泊も 160 軒を超えますが、それにも

まして「田舎ツーリズム」が広く知れわたり、再認識された意義の方が大きいと思います。 

 かつて、グリーン・ツーリズムは「都市住民が農山漁村でする滞在型余暇活動」というふうに

言われてきましたが、「田舎ツーリズム」は、都市と農村を対立軸におくのではありません。そ

の理念を、自然の中にいる「生命」、その恵みをいただく営みとしての「生産」、それらを享受す

る「生活」においています。田舎の論理からの発想が主体であり、お互いのメリットを分け合う

互酬性、田舎のよさを「おすそわけ」し、その対価をいただくといった人と人との継続的な交流

活動です。 

田舎ツーリズムでは、「実践者のネットワーク」、「民泊認定の規制緩和」などに取り組んでい

ますが、だれでも参加できる事業として、県内、県外研修会を開催しています。 

ご参加お待ちしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎詳細については、下記にお問い合わせください。 

しまね田舎ツーリズム推進協議会  

ふるさと島根定住財団 石見事務所(担当：有馬、河野) 

浜田市相生町 1391-8   Tel 0855-25-1600  Fax 0855-25-1630 
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【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） 



 
地球愛祭り in 山陰～みんなで届けよう！『地球に感謝！ありがとう』～ 

 
母なる地球に、動物に、虫や植物に、世界中の方々に、友達や家族に、 

そして自分にも！『ありがとう』の気持ちを伝えませんか？ 
 

日時：２００８年７月２６日（土曜日）１０：３０開場（１１時開演）～１６：００終了 

会場：出雲市体育館（出雲市今市町９号線沿 出雲市駅から車で５分・徒歩２０分） 

◎ブース出展者募集中！！＜区画／2.5M 角スペース、長テーブル、椅子一脚付＞ 

■NPO・NGO ブース（無料）■一般ブース（5,000 円、内3,000 円協賛金） 

◎ボランティアスタッフ募集中！！一緒に愉しいお祭りを作って頂けませんか？ 

◎協賛の募集（協賛金1 口3,000 円～） 

◎リサイクルに協力する為、ご家庭のアルミ缶を会場までお持ちください。 

問い合わせ先／地球愛祭り実行委員会（am9：00～ｐｍ9：00 ） 

TEL：090-1183-2641（大国）090-9068-2930（青戸） 

http://www.ureshi-tanoshi.jp/   E-Mail：nori.8888@ezweb.ne.jp 
  

◆魅力ある山村づくりのプランを募集します◆ 

山村特有の資源（自然・文化・伝統など）を活用した、①新しいビジネスの創出、②都市との交流、③コミュニティの再

生など、魅力ある山村づくりを応援します！  

【対  象】ＮＰＯ法人、任意団体、森林組合・ＪＡなどの各団体、企業、第三セクター、地方公共団体など（個人を除く） 
 

締 切 平成20 年7 月31 日（木）（当日消印有効） 
 
◇問い合わせ・お申し込み先◇ 

財団法人都市農山漁村交流活性化機構（愛称：まちむら交流きこう） 山村再生事務局 

〒103-0028 東京都中央区八重洲１－５－３不二ビル８階 

TEL：03-3548-2726 ＦＡＸ：03-3276-6771 E-mail：saisei@kouryu.or.jp 

●計画作り ●試行的実施 ●評価 
助成率：定額、 上限２００万円 

自然や文化・伝統など山村に眠る資源の発

掘、これら資源を活用した山村活性化計画

の作成。 

助成率：２分の１以内 

活性化計画の実現に向けた試行的な取組

（試作品の作成、ガイドブック等の作成、

事業実施拠点となる施設の修繕等）※改修

工事費のみ、助成金の上限が250万円 

助成率：２分の１以内 

改善のための評価の取組 

（品質・性能評価、モニター調査等） 

ハートでつなぐドラムサークルしまねからのお知らせ 

 

高齢者から小学生まで誰でも参加できる、世界の太鼓を使ったアメリカ発の音楽コミュニケーション、ドラムサークル。 

健康増進、認知症予防、そしてメンタルヘルスケアにも効果が期待できます。地域コミュニティや高齢者クラブではじめ

てみませんか。 
 
－ドラムサークル開催日程 － 
 
■松江北高校ドラムサークルワークショップ 

 リズムでつなげるこころと仲間～ドラムサークル 

 日時：６月２２日（日曜日）１４：２０～ 

場所：松江北高校 本校『起雲館』４階 

■ハートビートドラムサークル 

 目的：島根デザイン専門学校と地域の交流 

    生徒のコミュニケーション、自己表現力の育成 

 日時：７月２５日（金曜日）１４：００～ 

場所：島根デザイン専門学校 講堂 

問い合わせ先／ハートでつなぐドラムサークルしまね 

TEL：0854―85―7200 詳しくは、http://www.bioptron-j.com  

チャリティライブ ブース出展 

＜参加アーティスト＞ 

・神戸川太鼓 和太鼓 

・ピッピさんとポンさん 

他多数 

◎ライブの歌詞・MCの 

手話あり（出雲市協賛） 

NPO・NGO 一  般 

・くまもり 

・KOBE 

・グリンピースジャパン 

・森とやまびこくらぶ 

＜飲食＞・カレー・天然酵母パン・ハーブティー 

＜販売＞・フリーマーケット・服、雑貨・アーティストCD・自然食品 

・クレイアート・クリスタル、ビーズのアクセサリー 

＜ワークショップ＞・竹のマイ箸＆フォークづくり・クレイアート 

助成金情報 

掲示板 
地域づくり・ＮＰＯ団体からの 

情報提供コーナーです。 

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。 

 
入場無料！ 



◆島根まちむらネット・地域づくり応援事業◆ 
 

島根県内各地で、地域づくり、地域の活性化に関わる事業の実施について、応援します。市町村の活性化につながり、これ

からの島根の未来に「光」を見いだすことができるユニークな取り組みを求めます。地域を元気に、楽しく、魅力的にする

あらゆる取り組みが対象です。毎年、地域づくりのお題（テーマ）を設け、お題に沿った提案を募集します。 

 平成20 年度のお題 「文化と地域づくり」 

【助成金額】総額60万円（１法人あたり20万円を上限）助成率：10/10  

・ 費目の内訳は問いません（物品購入、人件費、諸経費を含めることも可能です） 

・ 他の助成事業との併用も可能としますが、その場合にはご報告下さい。 

【応募資格】次の各号を満たす島根県内の市民団体、NPO法人、一般法人 

１） 県内の地域づくり、地域の活性化に関わる団体、法人であること 

２） 事業の実施にあたって、十分な実施体制が整っていること。 

申込期間 平成20 年６月14 日（土）～平成20 年７月３１日（土）（消印有効） 

■申請書、要項のダウンロード■ http://www.tp-shimane.com/ ◎希望者には、申請書をＦＡＸまたは郵送いたします。 

■申請書の申込先／申請書送付先■ 

〒690-0887 島根県松江市殿町8-3 島根県市町村振興センター２階 

島根まちむらネット・地域づくり応援事業担当 

TEL： 0852-32-8645  FAX： 0852-32-8645  

E-mail： YQN01243@nifty.ne.jp（NPO法人プロジェクトゆうあい 担当者：田中） 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
◇第 6 回パートナーシップ大賞◇ 

NPO と企業のパートナーシップを確立し活性化することにより、新しい市民社会・新しい公共の実現に

寄与することを目的としています。 

【対  象】日本に所在するNPO（法人格の有無不問、以下同じ）と企業との協働事業 

【条  件】現在継続中および事業終了後 1 年以内のもので、過去の受賞事業を除く。なお、応募事業

については、事例集として作成する刊行物等に協働事業名、NPO 名、企業名等を掲載。 

申込期間 平成20 年６月1 日（日）～7 月31 日（木） 

◇問い合わせ・お申し込み先◇ 

特定非営利活動法人 パートナーシップ・サポートセンター 「パートナーシップ大賞募集係」 

〒464-0067 名古屋市千種区池下1-11-21 ファースト池下ビル4F  

TEL：052-762-0401 FAX：052-762-0407 http://www.psc.or.jp E-mail：info@psc.or.jp 

◆平成 20 年度 市民活動助成のご案内 

ユニベール財団では、「新しい世紀の社会づくり」をテー

マとした市民活動助成を行っており、国際支援・交流等を

行っている市民活動団体にも広く活動助成を行います。 

【助成金額】原則として１件当り 100 万円を上限 

【対  象】1.高齢者が活動する市民活動団体。  

2.高齢者の医療・保健・福祉、まちづくり

等、高齢者。 

【助成分野】市民活動、または催し物等の事業に直接要

する諸経費（既に終了した活動・事業につ

いては含みません。） 
 
締 切 平成20 年7月31 日（木）（必着） 
 
◇問い合わせ・お申し込み先◇ 

財団法人 ユニベール財団 

〒160-0004 

東京都新宿区四谷2-14-8 

YPC ビル 5 階 

TEL：03-3350-9002 

FAX：03-3350-9008 

◆平成 20 年度（第 28 回）社会福祉助成金事業◆ 

みずほ福祉助成財団では社会福祉に関する諸活動に対し

て援助を行い、その向上に寄与することを目的として、社

会福祉に関する事業・研究に対する助成を行います。主と

して、障害児者（身体、知的、精神）の福祉向上を目的と

して事業を展開します。 

【助成金額】(1)事業助成…15 万円以上100 万円を限度 

(2)研究助成…200 万円を限度 

【対  象】法人施設、団体、共同作業所等又は研究グル

ープとし、個人は除きます。 

障害児者に関する事業及び研究で先駆的・開

拓的事業及び研究を優先します。 
 
締 切 平成20 年7 月31 日（木）（必着） 
 
◇問い合わせ・お申し込み先◇ 

財団法人 みずほ福祉助成財団事務局 

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-5-4  

TEL：03-3201-2442 FAX：03-5252-8660  

E-mail：BOL00683@nifty.com  

http://homepage3.nifty.com/mizuhofukushi 

◆島根まちむらネットとは 
島根まちむらネットは、平成19 年４月より、島根県市町村総合事務組合より委託を受けて、「島根県市町村振興センター」１，２階スペースの企画

運営に携わるとともに、島根県の地域振興、地域づくり支援などを事業の柱とする民間による共同事業体です。（株）PLAN-DO、NPO 法人プロジ

ェクトゆうあい、NPO法人まつえ・まちづくり塾、NPO法人しまね歴史文化ネットワークもくもく、の４法人により構成されており、地域づくり団

体、法人の中間支援的な役割を担っていきたいと考えています。 

島根県市町村振興センター（タウンプラザしまね）：松江市殿町8-3（県庁となり） 

募集 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●NPO 法人設立・申請完全マニュアル 
福島 達也（フクシマ タツヤ）著（J リサーチ出版） 

 
NPO 法人の設立準備および設立手続きを具体的に紹介した 1 冊。設立時の

申請、法人登記、設立後の変更手続きを、必要書類の例を紹介しながら具体

的に説明。NPO 法人の設立のフローがだれにでも手に取るようにわかるのが

特徴。NPO に関する Q & A コーナーのほか、巻末には「特定非営利活動促

進法」を収録。  

 

●草の根 NPO 運営術 
澤村 明（サワムラ アキラ）著（ひつじ書房） 

 
日本でもすっかり定着したといって過言ではない、NPO。本来は市民活動団体に法人格を与えると

いう趣旨で成立した法制度であるが、そうした法制度を超えて一般化している。そうした中、これか

らＮＰＯにしたいと考えている市民活動団体や、ＮＰＯになったばかりの団体、あるいは NPO にな

ったが運営に悩んでいる団体に向けたメッセージが本書である。NPO の運営は、営利企業より難し

いといわれている。その運営のための心がけについてまとめた１冊である。 
 

※財団（松江事務局）では、図書の貸出しを行っております。お気軽にお起こしください。 

 

当財団では、地域づくりやＮＰＯ活動を行っておられる団体を対象に「専門相談」を行っています。 

皆さんの課題や疑問などのうち、当財団職員では対応できない専門的なものを、松江事務局または浜田

事務所にて専門相談員に解決していただくことを目的としたものです。 

無料ですので、是非ご活用ください！ 

 

・対 象：地域づくり・ＮＰＯ活動団体で営利を目的としない事業に関する内容で、１団体につき 

１時間程度です。 

・相談日：随時（申し込み団体と相談員の日程を調整して決定します） 

・相談員：会計・税務全般…福田龍太さん（公認会計士・税理士） 

労務管理全般……松村文治さん（社会保険労務士） 

事業運営全般……中野俊雄さん（行政書士） 

 

※申込みについては電話または FAX、E-mail にてお申し込みください。（担当：松江事務局・尾形） 

※なお、申込みから相談までに時間を要する場合がありますのでご了承ください。 

 

－編集後記－ 
去る５月２４日(浜田会場)と３１日(松江会場)に、第１回ＮＰＯ入門講座を開催しました。 

多数ご参加いただき、ありがとうございました。紙面を借りてお礼申しあげます。 

問い合わせも多く、改めて県民の皆様のＮＰＯ法人設立への関心の高さを実感しました。 

さて、第 2 回の入門講座は 9 月に予定しております。 

日程等決まり次第、紙面等にてご案内させていただきますので、よろしくお願いします。（尾形） 

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 

 

■□■「専門相談」について■□■ 

■□■掲載情報募集について■□■ 




