
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

平成２０年度 

第２回ＮＰＯ法人入門講座を開催します！ 
 

「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。 

 

 西部会場 東部会場 

と き 平成20年9月20 日(土) 13:00～16:00 平成20 年9 月27 日(土) 13:00～16:00 

ところ 

 

いわみーる 会議室１ 

（浜田市野原町１８２６－1） 

松江市市民活動センター 506研修室 

（松江市白潟本町43番地STICビル） 

締 切 平成20年9月10 日(水) 平成20 年9 月17 日(水) 

定 員 ２０名程度 ３０名程度 

 
【対 象】  NPO法人の設立を考えておられる方、NPOに関心のある方。 

 

【申 込】  FAXまたはE-mail にお名前、電話番号、参加会場をご記入の上、各講座開催日の10 日前までに 

お申し込みください。 

       ※参加の可否については後日連絡いたします。 

※財団ホームページからもダウンロードできます。 

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

【申込先】  財団法人ふるさと島根定住財団 

〒690-0003 松江市朝日町478-18 松江テルサ３Ｆ 

TEL: 0852-28-0690 FAX: 0852-28-0692 

E-mail: ogata@teiju.or.jp（担当：尾形） 
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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） 

 

講師：中野俊雄氏（行政書士・当財団専門相談員） 
株式会社やボランティア団体とＮＰＯ法人の違いや法人格取得の 
メリットなどをわかりやすくクイズ形式で解説いただきます。 
★活動事例発表★ 

（西部会場）NPO法人 ほっと・すぺーす２１ 
（東部会場）NPO法人 くらしアトリエ 

☆ クイズで学ぶＮＰＯ 

ＮＰＯ法人

の設立って

… 

参加無料！ 



しまね田舎ツーリズム参加者募集！ 
 

        第5回県内研修会         
 

松江市八雲町『チーナカ豆』にみる 

          田舎で開くカフェレストラン 
 

日時：平成20年8 月30 日（土） 

   13：30 集合 １４：００～１５：３０ 

場所：チーナカ豆 

定員：40名（定員になり次第締め切ります） 

会費：500 円（ドリンク付） 
 
【プログラム】・パネルトーク 

・カフェ休憩 

・現地見学 

・交流会17：30～（コース料理３000 円） 
 

◇問い合わせ・お申し込み先◇ 

チーナカ豆 

〒690-2105 松江市八雲町1658-10  

TEL: 0852-54-2229 

         第６回県内研修会        
 

「いちじく狩り」限定!?これぞ農家の味！ 
 

日時：平成20年９月６日（土） 

   １３：３０受付 １３：４５～１７：３０ 

場所：伊藤農園 

定員：２0 名（地元参加者を除く） 

会費：2000 円 

いちじくもぎとり体験＆スイーツづくり体験  
 
【プログラム】・スピーチ 

・いちじくもぎとり体験 

・いちじくスイーツづくり体験 

・懇談会 
 

◇問い合わせ・お申し込み先◇ 

伊藤農園 

〒699-0902 出雲市多岐町多岐418-1  

TEL: 0853-86-3734 

 

 

 

 

 

       平成２０年度「県民いきいき活動奨励賞」候補団体を募集します！！ 
 
営利を目的とせず、不特定多数のものの利益の増進に寄与する自発的な活動（県民いきいき活動）のうち、先駆的な活動、

地域社会への貢献度が高い活動を表彰することにより、活動に取り組む団体の社会的評価を高めることを目的として創設。  
 
【対象の要件】 団体が自主的・主体的に取り組む継続的な活動であり、以下の要件を満たし、同等以上の表彰等を受け

たことがないもの。  

(1)地域課題に積極的に取り組む先駆性のあるもの。  

(2)地域社会への貢献度が高いもの。 （対象活動期間が概ね５年以上）  

【応 募方法】 自薦または他薦（県民、事業者、団体、市町村等）により応募 

締   切   平成20年9月16 日（火）《必着》 

◇問い合わせ・お申し込み先◇ 

島根県環境生活部 環境生活総務課 ＮＰＯ活動推進室 

〒690-8501 島根県松江市殿町1 番地（県庁6 階） 

TEL: 0852-22-5096   FAX: 0852-22-5098 

E-mail: npo@pref.shimane.lg.jp  http://www.pref.shimane.lg.jp/npo/ 

               （募集要項・推薦書はこちらからダウンロードできます） 

  

◇チャリティ・プラットフォームのNPO支援事業の募集について◇ 
 

         助成プログラム         

「チャリティ文化の創造 － 幸せの連鎖」の創造に必要と
なる人的、経済的、情報的資源のプラットフォームを提供。 

 
【助成対象】強い倫理観のもとに運営し、社会を大きく変革 

する可能性のある非営利団体。  
団体の継続的な成長および発展を促せる事業
計画に対して助成。  

【助 成 額】100万円～数千万円程度。  

      チャレンジ助成プログラム       
今後新たな支援を獲得するための投資に対する、より小型
で短期決済の助成プログラム。  

 
【助成対象】強い倫理観のもとに運営し、社会を大きく変革 

する可能性のある非営利団体。  
発展し継続運営の資金・人材等の経営資源獲得 
する投資。  

【助 成 額】100万円を上限。   

 
 

◇問い合わせ・お申し込み先◇  チャリティ・プラットフォーム事務局 TEL: 03-5770-3150(代表) 
          E-mail: josei@charity-platform.com http://www.charity-platform.com/index.html 
 

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 

財団からの 
お知らせ 

助成金情報 

ＮＰＯ活動推進室 

からのお知らせ 

締切 ： 平成２０年８月３１日 （日） 



     ◇「しまね環境一品！知恵の環づくり根っとわーく事業」を募集◇ 

地域発の地球温暖化対策プロジェクト「一村一品」を募集。選考の結果選ばれた団体は、全国品評会に推薦されると同

時に、島根県の地球温暖化対策のモデルとしてPR。 
 

【対 象】 応募される活動は既に実施されているもの。（吸収源対策に関する活動等は含まず） 

（1）地球温暖化対策に関する地域ぐるみの活動 

（2）地球温暖化対策に役立つものづくりと活用 

（3）地球温暖化対策につながるサービス活動 

【賞／賞金】 グランプリ1団体、準グランプリ1団体、特別賞若干 

締   切  平成20 年9 月２０日（土） 

 ◆問い合わせ・お申し込み先◆ 

財団法人しまね自然と環境財団 松江事務所 

〒690-0011 島根県松江市東津田町1741-3 TEL: 0852-32-5260 FAX: 0852-32-5265 

E-mail: eco@nature-sanbe.jp   http://nature-sanbe.jp/eco/ 
 

◇平成20年度女性の教育・学習の歩み実践・研究レポート募集◇ 

女性たちが社会・地域・家庭の中で葛藤や障壁を乗り越えてきた過程をジェンダーの視点でふり返り、女性の教育・学習の

歩みとしてまとめた実践・研究レポートを募集。 

【応 募 資 格】 趣旨に関心をもつ個人及びグループ（性別・国籍不問） 

【応 募 条 件】 未発表で日本語を使用し、原稿字数（年表・図表を含む）パソコン・ワープロＡ4 判・横書・40×30行 

14～18 枚  あるいは400 字詰原稿用紙40～55枚 

表紙に必要事項を記入し、郵送のこと（E メール・FAX 不可） 

【研究奨励金】 入選１篇 ２０万円 

締   切  平成20 年9 月３０日（火）《当日消印有効》 

 ◆問い合わせ・お申し込み先◆ 

財団法人 日本女性学習財団 

〒105-0011 東京都港区芝公園2-6-8 日本女子会館 

TEL: 03-3434-7575  FAX: 03-3434-8082 E-mail: jawe@nifty.com  http://wwwsoc.nii.ac.jp/jawe2 
 

◆ eco japan cup 2008 環境ビジネス・ベンチャーオープン◆ 

NPO及び中小企業やベンチャー企業の環境ビジネスモデルで、社会的認知の低い事業、又は事業化していない企画を募集。

優れたものに賞金を与え、表彰されたビジネスモデルについては事業の発展を応援。 
 

【応募資格】 個人事業者、NPO 法人、中小企業及びベンチャー企業 

【賞／賞金】 大賞（300 万円）1 本、敢闘賞（100 万円）1 本、三井住友銀行賞（50万円）1本 

企業賞（30万円）、環境ビジネスウィメン賞（10 万円） 

締   切  平成２０年9 月15 日（月）《２４：００必着》 

◇問い合わせ・お申し込み先◇ 

Eco japan cup 2008 総合運営事務局 有限責任中間法人 環境ビジネスウィメン 

TEL: 03-5888-9139  E-mail: info@herb.or.jp  http://www.eco-japan-cup.com 
 

◇未来を築く子育てプロジェクト◇ 
 

        子育て支援活動の表彰          
より良い子育て環境づくりに取り組む個人・団体を募集。
子育て環境を整備し、「子育て不安」を払拭することが目的。 
 
【募集対象】 より良い子育て環境づくりに資する活動を

行い、成果を上げている以下の個人・団体 
・子育て支援に資する諸活動を継続的に行っている。  

・活動内容が社会に認められ、ロールモデルとなり 

うるもの。  

・国内で活動し、活動の公表が可能な個人・団体。 

締  切  平成20 年9 月30 日（火）《必着》  

         エッセイ・コンクール       
子育て・子育ちにまつわるエッセイを幅広く募集。 
子どもが社会性を習得し自立するための創意工夫のある子
育てを紹介し「子育てのすばらしさ」を伝えることが目的。 
【募集対象】「子育て・子育ち」にまつわるエッセイを幅広

く募集（年齢・性別不問） 
締  切  平成20 年9月15 日（月）《必着》   

◆問い合わせ・お申し込み先◆「未来を築く子育てプロジェクト」事務局Ｗ係 

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋2-14-7 光ビル4F 

TEL: 03-3265-2283（平日 10：00～17：30） http://www.sumitomolife.co.jp/child/ 

募集 



 

 

■ＮＰＯ法人入門講座■          
 
ＮＰＯ法人の設立を目指す団体、人材を対象と

した、法人制度・認証手続き・法人運営の基礎

知識などの講座を開設します。 

 

■地域活動団体マネジメント研修■     
 
地域活動を行っている団体を対象とし、組織の

運営管理や事業実施におけるマネジメント力向

上のための研修を実施します。 

 

■専門相談・出張相談の実施■       
 
ＮＰＯ等地域での活動を行っている団体の各種

相談に応じるとともに、会計・税務・労務・事

業実施など、専門分野ごとの相談員による相談

会を実施します。 

 

■ＮＰＯ・行政職員のための協働実践講座■ 
 
ＮＰＯ等民間団体と行政の双方が、相手側の組

織の特性やより良い協働の形を互いに学ぶため

の講座を開催します。 

 

 

■交流サロン・出前サロンの実施■     
 
団体の自主的な取り組みを行うための話し合い

の場として「交流サロン（松江・浜田）」を開

設しています。団体の打合せや他の団体との交

流などに、気軽にご利用下さい。 

 

○予約制で受け付けておりますので、事前に

お申込みください。 

○インターネット等による情報検索を行うこ

とができます。 

○イベントチラシ等の印刷もできます。 
（事前申し込みのうえ、用紙はご持参ください） 

 

活動現場において話し合いなどが必要な場合に

は、財団スタッフが現場に出向き「出前サロン」

を実施します。 

  

※当財団では、研修や相談事業の他、交流サロンや印刷機の利用もいただくことができます。 
※お問い合わせ、申込み等についてはTEL (0852)28-0690、FAX (0852) 28-0692、E-mail shimane@teiju.or.jpまで 

ご連絡ください。 

 

 

 

●自分たちでつくろうＮＰＯ法人！ ～ＮＰＯ法人設立完全マニュアル～ 

  ＮＰＯ事業サポートセンター 著 （学陽書房） 
 

どうやったらNPO 法人がつくれるのか、認証・登記から税務・保険まで、これ1冊

あれば、なんでもわかる設立完全マニュアル。改正NPO 法に対応。申請書類がすぐ

につくれる便利なCD‐ROMつき。NPO法人設立に必要なすべての書類の記入例を

一挙掲載。申請を通すために必要な情報やノウハウを完全網羅。 

 

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

 

●基礎からわかるNPO 設立ガイド ～ＮＰＯならこんなこともできる！～ 

  川田知直／菊地良夫／関根一弘／黄 智英 著（ぱる出版） 
 

NPOなら、こんなこともできる。準備から設立まで、ポイントをやさしく解説。 

現場からのアドバイスも多数収録。 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

  

－編集後記－ 
去る8 月4 日にステップアップ事業、8 月８日にジャンプアップ事業の公開審査会が開催されました。 

申請団体の皆さんにおいては、準備等々ご苦労されたことと思います。「地域課題を是非とも解決したい！」との熱～い

思いの伝わるプレゼンテーションでした。なお、結果については、財団ＨＰでご確認ください。 

第2 回の県民いきいき事業の締切りは、12 月１９日です。（尾形） 

■□■地域づくり支援事業の概要■□■ 




