
◎本格的に勉強したい方は 3 日連続で！ 

※いずれの研修も複数での参加をお勧めします。 
 
（担当：松江事務局・樋口） 

TEL：0852-28-0690 

FAX：0852-28-0692 

E-mail：higuchi@teiju.or.jp 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
財団では、地域のために頑張るＮＰＯ・公民館のスタッフ、自治会など任意団体の役員などを対象に、地域課題

を把握するための分析手法や、「活動に対する住民の理解を得られない……」「十分な財源を確保できない……」

といった課題解決を目的とした課題解決力の向上の研修を企画しました。 
 

 

 
■26 日の宿泊について■ 
遠方からの方のために、松江市内のホテル（シングル・素泊まり

3,800 円）を仮予約しております。（4 室・先着順）。 

 

参加希望の方は、８月１２日（火）まで（当日必着）に、FAX

または E-mail、郵送のいずれかでお送りください。 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①時間がないという方に→日帰りコース ②具体的な課題を解決したい方に→1 泊 2 日コース 

●地域づくりマネジメント基礎講座● 

【日 時】平成 20 年 8 月 26 日（火）10:30～17:00 

【場 所】松江市市民活動センター（松江市白潟本町） 

【費 用】1,260 円（テキスト代） 

【懇親会】研修終了後、講師の川北さんを囲んでの懇親会を

予定。（会場：松江市内、会費 4,000 円程度） 

 

●地域づくりパワーアップ研修● 

【日 時】平成 20 年 8 月 27 日（水）10:30～ 

28 日（木）～15:00 

【場 所】島根県立青少年の家（出雲市小境町） 

【費 用】4,520 円（テキスト代・施設料・食費） 

【懇親会】8 月 27 日（水）に研修会場にて開催予定。 

（会費 2,000 円程度） 

定員は各講座とも 40 名です。お早めにお申し込みください。 
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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 

  

地域づくり団体の 
ための 

【過去の参加者の声】 

・レベルの高い内容なのに分かりやすかったです。川北マ

ジックですね。 

・質問に的確な答え、情報、アドバイスが返ってきました。 

・目先の問題解決だけでなく、長期的な問題や団体の組織

について学べました。 

・ふりかえりをすることで次のステップにすすめることを

確信した。 

・自分たちの組織では目的の絞り込みができてないことを

講師：川北秀人氏のプロフィール 

８７年に京都大学を卒業し、（株）リ

クルートに入社。国際採用・広報・営

業支援などを担当し、９１年に退職。

その後、国際青年交流ＮＧＯ代表や国

会議員政策秘書などを務め、94 年に

人と地球と組織のための国際研究所

（IIHOE）を設立。 

NPO や社会責任・貢献志向の企業マネジメント、環境・

社会コミュニケーションの推進を支援している。 

■申込み■ 

－こんなチカラがほしい方は必見!！－ 
 

○目的・目標をしぼるチカラ  ○（対策を考える前に）原因を確認するチカラ  ○協力を募るチカラ 

○ニーズを確かめるチカラ   ○事業をふりかえり、申し送るチカラ      ○体制を整えるチカラ 

○しらべるチカラ       ○事業に基づいて見通すチカラ         ○自主財源率を高めるチカラ 

○会議で決めるチカラ     ○計画するチカラ               ○協働し、仕組みを育てるチカラ 

〔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） 



 
   ▽▲▽公開審査会のお知らせ▽▲▽ 

 
財団では、地域課題解決や地域活性化に向けた地域づくりにつながる活動を支援するため「県民いきいき活動支援事業」

を行っています。当該事業の平成２０年度第１回審査会を下記のとおり開催します。公開審査ですので、興味のある方

はぜひご来場ください！（お問い合わせ・担当 松江事務局：島田、下中） 
 

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 

（自主・本格稼動型） 

平成20 年８月 4 日（月） 

10：30～１７：２０ 

平成 20 年８月８日（金） 

10：30～１６：４５ 

松江テルサ 大会議室（４階） 松江テルサ テルサホール（１階） 

 
 

▽▲▽第２回ＮＰＯ法人入門講座を開催します！▽▲▽ 

○隠○岐○会○場 が決まりました。 
 

「ＮＰＯ法人を立ち上げたい」、「本格的に地域づくりに取り組みたいけど法人格って必要なの？」といった方々を対象に

「ＮＰＯ法人入門講座」を開催します。この機会に是非ご参加ください。（担当 松江事務局：尾形） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※東部西部会場については、次号 Vol.5（8 月20 日発行）にて掲載予定です。 

 

    「中国山地尾根の里 木屋谷（こやんたに）」からのお知らせ 
 

～そばオーナーを募集しています！～ 
 

 
いよいよ「そばの種まき」の季節到来！「奥出雲町小馬木 

木屋谷」は、県内でも高地に位置するため寒暖の差が激し

く本当に美味しい「そば」が育ちます。今年のオーナー園

は、木屋谷の一番高い圃場に設定いたしましたので、さら

に美味しく育つと思われます。「種まき」から、花見･収穫･

そば打ちまで、貴方だけのこだわりのそば作りを地元の

「そば名人」がお手伝いします！ 
 

 
◎オーナー年会費… 1 区画 50 ㎡（1 口）10,000 円 
 
年間収穫量で、1 区画当たりそば粉2 ㎏を収穫時に持ち

帰り分として差し上げます。 
（年会費には土地使用料、種子代、肥料代、管理費等を含む） 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 

～「そばの種まき」交流会のお知らせ～ 
 
そばオーナーになられた皆様をお迎えして「そばの種まき」

をします。種まきの後は自分で打った「そば」や木屋谷の

おいしい朝採れ野菜を使った昼食交流会を催します。ぜひ

ご参加いただきお楽しみください。 

 

 

 

 

 

と き  平成 20年 7 月27 日（日） 

ところ  奥出雲町小馬木 木屋谷集会所 

受 付   9:30～10:00 

種まき  10:00～11:00 

交流会  11:00～14:00 

会 費  1500 円（そばオーナーになられた方）  

2000 円（今回体験してみたい方） 

◆問い合わせ・お申し込み先◆ 

中国山地尾根の里 木屋谷  代表 原田 勉 

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。 

掲示板 

日 時  平成２０年８月３０日（土） １４：３０～１６：３０ 

    〔平成２０年９月１３日（土） １４：３０～１６：３０（予備日）〕 

会 場  隠岐島文化会館 青年研修室（隠岐郡隠岐の島町） 
 
内 容  ○「クイズで学ぶＮＰＯ」 … 講師：中野俊雄氏（行政書士・財団専門相談員） 

○「法人設立の前に考えておきたいこと」 … 講師：樋口和広（当財団主任） 
 
定 員  ２０名 

締 切  ８月２０日（水）までに、所属・氏名・住所・電話番号を明記の上、郵送、Fax またはE-mail

でお申込みください。 

 いらっしゃい

ませんか？ 

財団からの 
お知らせ 



 
◆第４５回リユース PC 寄贈プログラム◆ 

 
日本国内でボランティアなどの活動をしている非営利団体を対象として、その活動の情報化の支援を目的に、セレロン

1GHｚクラス以上のリユースPC を1 団体につき上限 10 台まで寄贈。 
 
【寄贈対象】以下のすべての条件を満たす団体に限定。（社会福祉法人・財団法人・任意団体も含む。） 

●公益性をもつ活動（ボランティア活動など）を行っており、団体活動の情報化を目指す団体。 

●社会的課題の解決のため、寄贈PC の有効活用をはかれる団体。 

●OS 及び Office の認証（ｱｸﾃｨﾍﾞｰｼｮﾝ）、ドライバの更新など PC の設定等ができる方がいる団体。 
 
申請期間 平成20年７月２日～平成20年８月１0日（締め切り当日消印有効） 
  
◇問い合わせ・お申し込み先◇ 

特定非営利活動法人イーパーツ 

〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋1-17-4 メゾンクロニア307 
TEL：03-5481-7369（平日13 時～18 時） FAX：03-5481-7369   

E-mail：info@eparts-jp.org  URL： http://www.eparts-jp.org/index.html 

 
 

  ◆「チャリティプレート助成金」のお知らせ（平成２０年度分）◆ 
 

障害者が通う小規模作業所、アクティビティ・センター（自立生活センター、グループホーム）などで、特に緊急性が

明確である団体（法人格の有無は不問）に、設備・備品・車両の助成を行う。（社会福祉法人および財団法人は対象外） 
 
【応募資格】・助成年度の前年の４月１日までに設立され、すでに活動を開始していること。 

・年間総予算が１，５００万円を超えないこと。 

・事業収入が５００万円を超えないこと。 

・公費助成（国・各市町村）率が年間総予算の６０％を超えないこと。 

【助成金額】１件当たり５０万円を限度。 
 

申請期間 平成２０年６月２日(月）～平成２０年９月１日(月）（締め切り必着） 
 
◇問い合わせ・お申し込み先◇ 
特定非営利活動法人日本チャリティプレート協会（担当：総務課 須藤） 
〒166-0012  東京都杉並区和田1-5-18 アテナビル2F  

TEL：03-3381-4071 FAX：03-3381-2289 

Ｅ-mail：info@jcpa.net  URL： http://www.jcpa.net/ 
 

 
◆Ｐａｎａｓｏｎｉｃ NPO サポート ファンド２００９年◆ 

 
      子ども分野助成事業 応募要項       
 
子どもに関わるさまざまな課題の解決に取組むＮＰＯ 

ＮＧＯの組織基盤強化に資する、人材の育成、拠点の 

充実事業の評価の取組みを対象。  
 
【対象団体】対象団体は、以下の要件を満たすもの。  

●子どもの健やかな育ちを応援する民間非営利組織。 

●日本国内に事務所を持つ。（法人格の有無や種類は不問）  

※日本国内に事務所を持つ国際協力ＮＧＯの応募も可。 

【助成金額】 1件あたりの上限150万円。 

       助成総1,500 万円、15 件程度を予定。 
 

      環境分野助成事業 応募要項       
 
環境問題に取組むNPOの組織基盤強化に資する、人材 

の育成、組織の充実、活動の活性化の取組みを対象。 

 
 
【対象団体】対象団体は、以下の要件を満たすもの。 

●法人格の有無を問わず、日本国内に事務所を持つ。 

●定款、寄付行為等の規約を有する 。 

●政治、宗教活動を目的とする団体ではない。 

【助成金額】１団体への助成額は上限150万円。 

助成総額は1,500万円とする。 

 
 
◇問い合わせ・お申し込み先◇ 

特定非営利活動法人市民社会創造ファンド（担当：坂本） 

〒100-0004 東京都千代田区大手町2-2-1  新大手町ビル267-B  

TEL：03-3510-1221 FAX：03-3510-1222  

E-mail：kodomo@civilfund.org 

 
 
◇問い合わせ・お申し込み先◇ 

特定非営利活動法人地球と未来の環境基金（担当：美濃部･古瀬） 

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-5  新須田町共同ビル2F 

TEL：03-5298-6644 FAX：03-5298-6635 

E-mail：eff-spf@eco-future.net 

募集 

助成金情報 

申請期間：２００８年７月１８日（金）～７月３１日（木） （当日消印有効） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●「NPO マネジメント」Vol.55 
 

特集 ニーズを伝えるプロフェッショナルに 

「『現場だから持てる情報』を、信頼と資金に結びつけるために」 

川北秀人（ＩＩＨＯＥ） 

→ 活動の現場だけが持つ情報を、社会からの信頼や資金調達に 

  結びつけるために、必要な工夫とは？ 

  ＩＩＨＯＥでの実践事例も、詳しくご紹介しています。 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

●「組織を育てる１２のチカラ」 

   川北秀人 著  
 

市民団体の運営に最低限必要な「１２のチカラ」について、くわしく解説。 

日々の活動で直面する課題にすぐに役立つ解決手法や考え方を、多数の図表

とともに紹介。 

 

 

※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。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
財団では、地域を元気にしようと積極的に頑張っておられるグループ・団体等や、これから地域を活性化 

していきたいと考えておられる皆様のために、さまざまな支援を行っています。 

それぞれの活動の状況等に応じたお手伝いをいたしますので、お気軽にご相談ください。 

 
 

－編集後記－ 
 

先月、鳥取市で行われたＮＰＯのための広報スキルアップセミナー「伝えるコツを身に 

つけよう」に参加して、当機関紙「いきいきねっと」もプロの添削を受けてきました！ 

また、配布された冊子「伝えるコツ」は、きっと皆さまのお役に立つと思います。 

著作権フリーなのでコピーＯＫです。お気軽に問い合わせください。（尾形） 

■□■財団事業の概要■□■ 

 
地域課題の解決や地域活性化などに取り組むグループ・団体が、具体的・実践的な指導や助言が 

必要になった場合に応じて地域づくりアドバイザーの派遣を行います。 
 
■派遣対象者：地域づくりに取り組む民間団体・ＮＰＯ・事業者グループ・学生グループなど。 

■派遣方法：要請があった場合、定住財団で派遣を決定し、アドバイザーを派遣します。なお、 

アドバイザーの派遣経費（謝金・旅費）は規定額を負担します。（１派遣対象者につき４回 

を限度とし、延べ１６時間以内とします） 
 

※申込み等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・島田） 

 
 

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。会計・税務全般、労務

管理全般、事業運営全般についてのご相談を随時受付けております。無料ですので、是非ご活用く

ださい！ 
 
■対象者：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。 
※申込み等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。 

■地域づくりアドバイザーの派遣■ 
 

■専門相談について■ 
 




