
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

平成２０年度 

西部地区 出張・専門相談を開催します！ 
 

当財団では、行政書士・社会保険労務士・公認会計士によるNPO のための専門相談を行っておりますが、今回は 

西部地区の皆さんを対象に、「団体の事業運営全般に関する相談会」開催することになりました。 

是非、この機会をご利用ください。（参加無料です） 

 

   

※相談は個別形式で行いますが、実際の時間については、締め切り後に希望団体数等によって調整の上決定し 

ご連絡いたします。ご了承くださいませ。 
 

【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：shimane@teiju.or.jp（担当：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。 

☆ 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 
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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） 

と き 平成20年11 月６日(木) 1３:00～17:00 

ところ いわみぷらっと  会議室（浜田市相生町1391-8） 

締 切 平成20年10 月3０日(木) 

 

申込み 裏面の様式にご記入の上、FAXまたはメールにて上記 

締切日までにお申し込みください。 

様式は、ホームページからダウンロードできます。 

 

 

 参加無料！ 



「Canpanブログによる情報発信と助成金申請ポイント」の受講者募集のお知らせ  
  

今後、情報公開が不十分な団体は、助成や寄付金が受けにくくなるかもしれないということをご存知ですか？そこで、県内の

NPO法人のスタッフ向けに日本財団の総合ポータルサイトCanpanを使った情報発信や助成金の申請のポイントについて日本

財団の荻上健太郎氏を招いて講習を行います。貴重な機会ですので、ぜひご参加ください。 
 

【東部】平成20年11月29 日（土）13：00～17：00 

テクノアーク島根パソコン研修室（松江市北陵町）定員:16 名 

【西部】平成20 年11 月30 日（日）13：00～17：00 

いわみーるパソコン研修室（浜田市野原町）定員:12名 

 締切：平成２０年11 月10 日（月）（いずれも先着順ですのでお早めにお申し込みください）  

◇問い合わせ・お申し込み先◇ 

財団法人ふるさと島根定住財団（担当：樋口）Tel 0852-28-0690  Fax 0852-28-0692 
Ｅメール  shimane@teiju.or.jp URL http://www.teiju.or.jp 

 
        松浦幸子講演会 

のお知らせ 
 

「生きてみようよ～心の居場所クッキングハウスの実践」 

 
日 時：平成２０年10 月５日（日）開場 １３：３０ 

１４：００～１７：００ 

途中hiuta（持田陽平）さんのミニライブあり 

会 場：松江市市民活動センター５F 交流ホール 

（松江市白潟本町43 STICビル） 

参加費：無料 

 

 

 

◇問い合わせ・お申し込み先◇ 

NPO 法人 YC スタジオ 

Tel 0852-25-9592  URL http://www.ycs.or.jp/  

田舎暮らしに関心のある方、 

         自然の中で解放されたい方必見！ 
 

下記の日程で行う「里山生活塾２００８秋の巻」では、参加

者を募集しています。  
日 時：平成２０年１０月１７日（金）１４：００ 

～１８日（土）１４：３０ 

会 場：ふるさと森林公園（松江市宍道町佐々布3352） 

定 員：２０名 

参加費：12,000円（１泊３食を含む）※無料駐車場あり 

締 切：平成２０年１０月１４日（火）  
◇問い合わせ・お申し込み先◇ 

NPO法人もりふれ倶楽部（ふるさと森林公園学習展示館内） 

Tel 0852-66-3586（野田・宮崎） 

Tel 0852-66-2500（中林）  

Ｅメール morifure@coffee.ocn.ne.jp  

URL http://www.morifure.jp/ 

出雲市民ボランティアウィーク活動メニュー募集のお知らせ 

出雲市総合ボランティアセンターでは、10 周年記念として開催されるボランティアウィーク（平成 20 年１１月１５日（土）

～２２日（土））に、いろいろな地域の皆さんの様々な活動を募集します。活動は一人から家族、クラス、学校、グループ、企

業、団体などです。みんなで楽しいボランティアウィークにしましょう。 

 活動メニューの募集締切：平成２０年10 月1 日（水）  

◇問い合わせ・お申し込み先◇ 

出雲総合ボランティアセンター（出雲市今市町北本町3-1-6）Tel 0853-21-5400  Fax 0853-21-1831  

URL http://fish.miracle.ne.jp/izuvolun/ 
 

◇こころを育む活動の募集◇ 
当フォーラムは、２００７年１月に発表した提言の内容を具体化するきっかけづくりとして、全国各地ですでに実践されて

いる子どもたちの“こころを育む活動”を支援し、個人および団体の活動事例を募集し、優れた活動を表彰し、広く紹介。 

【対   象】 日本国内に活動の拠点があり、政治活動、布教、営利目的でない団体または個人が行う子どもたちの 

“こころを育む活動”で、以下の条件を満たすもの。 

活動の対象や目的が明確で、「進める」工夫や活動を「広げる」ための工夫努力、活動を「続ける」

ための仕組み・工夫があること。 

【表象と賞金】  賞名 対象 内容 

全国 全国大賞 団体 1 件  表彰状・楯・賞金100 万円 

個人賞 個人 若干数 表彰状・記念品 

奨励賞 団体 若干数 表彰状・記念品 

個人 若干数 表彰状・記念品 

ブロック ブロック大賞 団体 各ブロックから1 件 表彰状・楯・賞金３0 万円 

（全国大賞が選出されたブロックを除く） 
締 切 平成20 年１０月31日（金）（当日消印有効） 

◇問い合わせ・お申し込み先◇ 
こころを育む総合フォーラム全国運動事務局（財団法人 松下教育研究所財団内） 
〒105-0001東京都港区虎ノ門1-１-１０ 第2 ローレルビル6 階  URL http://www.kokoro-forum.jp/ 

募集 

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 

財団からの 
お知らせ 



◇国際コミュニケーション基金◇ 
 

財団法人国際コミュニケーション基金（ICF）は、国際電気通信に関係する幅広い分野における世界各国の人々の意思疎通の

促進を図り、もって世界の調和ある健全な発展に寄与するという設立目的に沿って助成・援助事業を中心に活動。 

それぞれ10 件を予定。  
          調査研究助成             

【対 象】国際分野を主軸とし、また、

国内も含めた情報通信の普及・発展、

グローバル化に寄与する調査、研究（法

律、政治、経済、社会、文化、技術の

各分野あるいは各分野にまたがるもの） 

【助成金】1件あたり300 万円まで。 

 

         国際会議開催助成           

【対 象】情報通信の普及・発展に寄与

する国際会議。ただし、通信事業者等

の本来業務に該当するものは対象外と

します。 

【助成金】1件あたり100万円まで。 

 

     社会的・文化的諸活動助成      

【対 象】情報化社会の動向に即し、 

情報通信を通じて社会や教育等に貢献

する各種の非営利団体（NPO)･非政府

組織（NGO）の活動、「草の根」活動。 

地域社会の国際化につながる各種の活

動、情報通信を通じて社会に貢献する

各種の文化事業、情報通信の普及・発

展あるいは国際間の相互理解促進に寄

与する活動や事業など 

【助成金】1 件あたり100万円まで。 
 
締 切 平成20 年１０月２０日（月）（必着） 

◇問い合わせ・お申し込み先◇ 

財団法人 国際コミュニケーション基金 

〒108-0075 東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー 

Tel 03-6716-1181  Fax03-6716-1186  Ｅメール info@icf.or.jp  URL http://www. icf.or.jp 
 

◇平成２１年度 長寿・子育て・障害者基金事業助成金を募集◇ 
高齢者、障害者の在宅福祉等の推進及び社会参加の促進、子育て支援、障害者スポーツの振興を図る。 

           地方分           

地域で活動するボランティア団体等民間の地域の実情

に即したきめ細かな事業に対し助成。 
 

【対 象】社会福祉の振興に寄与する事業を行う法人 

または団体 

【助成金】１事業年度の助成額は２００万円を限度。 

締 切 平成20年１０月31 日（金）（当日消印有効） 

◇問い合わせ・お申し込み先◇ 

松江市社会福祉協議会 地域福祉部 

〒690-0011松江市東津田町１７４１－３  

いきいきプラザ島根内 

Tel 0852-32-5989 Fax 0852-32-5982 

           特別分             

民間の創意工夫を活かした自発的な事業又は先駆的なモデ

ル事業で、全国あるいは同様の地域への普及の可能性のあ

るものに対し助成。 

【対 象】社会福祉の振興に寄与する事業を行う法人 

または団体 

【助成金】１事業年度の助成額は５００万円を限度 

締 切 平成20年１０月31 日（金）（当日消印有効） 

◇問い合わせ・お申し込み先◇ 

独立行政法人 福祉医療機構 基金事業部振興課 

〒105-8486 東京都港区虎ノ門4 丁目3 番13 号  

神谷町セントラルプレイス９階 

Tel 03-3438-9946 平日 月曜～金曜 9:00～18：00 

Fax 03-3438-0218 http://www.wam.go.jp/wam
 

◇第９回『花王・みんなの森づくり活動』助成対象団体を募集◇ 
 

このプログラムは、つめかえ用製品の売上げの一部を通じて、緑を守り育てる活動に取り組む市民団体等を支援。プログ

ラムを通じて、全国各地で環境保護に取り組む団体が育成され、多くの「みんなの森」が創出されていくことを目指す。 

     プロジェクト助成（単年度助成）           

緑を守り育てる活動に取り組んでいる団体が行う森づく

りの活動のプロジェクトに対する助成 

【応募資格】国内で森づくりの活動に取り組んでいる団体

（国、地方公共団体を除く） 

【助成金】1 団体あたり100 万円を上限に、30 団体。 

    スタートアップ助成（３年間継続助成）      

新たに緑を守り育てる活動に取り組もうとする団体の運

営と森づくりの活動に対する助成 

【応募資格】活動を３年以上継続可能な以下の団体。 

●国内で新たに森づくりの活動に取り組もうとする団体。 

●設立１年未満の森づくりの活動に取り組んでいる団体。 

●森づくりの活動に取り組む団体で来年２月の助成決定 

までに立ち上げ準備をしているグループ。 

【助成金】1 団体あたり初年度30 万円を上限に、5 団体。 

（3 年間で総額100 万円を上限）

締 切 平成20年１０月31 日（金）（当日消印有効） 

◇問い合わせ・お申し込み先◇ 

財団法人 都市緑化基金内「花王・みんなの森づくり活動助成」  

〒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メール midori-info@urban-green.or.jp 

助成金情報 



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。 

※指定の申込書は、財団HPよりダウロードできます。 

※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 法人をつくろう ～設立・申請・運営～ 
  米田雅子著（東洋経済新報社） 

ＮＰＯ法人づくりで最も定評のある入門書の最新改定版。 

事例豊富に発案から登記までのステップをわかりやすく解説。 

平成１５年改正ＮＰＯ法に対応。 

 

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

 

  

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 

－編集後記－ 
8 月26 日（日帰り）、27～28 日（一泊二日）と「課題解決力向上研修」に参加してきました。 

自分だけでは解決出来ないようなことも、研修や参加者のチカラを借りて区別したり確認することで解決に導くという 

プロセスを学びました。 

「う～ん」と唸るような場面や「なるほど！」と閃くような場面に、とても有意義な時間を過ごすことができました。 

ぜひとも今後に活かしていきたいです。（尾形） 




