
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

地域づくり実践支援事業（チャレンジ・トライ事業）成果発表会 
 

 

「島根に恋して 2008～地域からの贈りもの～」を開催します！ 

 

当財団では、地域づくり活動への支援として、平成１５年度から平成１９年度にかけて“しまねづくりチャレンジ・

トライ事業”を実施してまいりましたが、この事業で助成を受けた団体は５年間で９１団体となりました。多くの団体

の皆さんは,助成後も地域の中で日々奮闘しておられます。 

そこで今回、地域づくり団体の皆さんが一生懸命取り組まれている活動を、広く県民の皆さんに知っていただく機会

を設けるために、下記のとおりイベントを開催します。 

地域のためにと奮起している人の想いや活動にふれ、“地域づくり”の取り組みに対する理解を深めていただけるき

っかけとなればと思います。 

 友人・ご家族・仲良しグループで、気軽にお越しください！きっと素敵な発見と出会いがあるはずです☆ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＊次号にて、さらに詳細のご案内をします！ 

 
◇問い合わせ◇  財団法人 ふるさと島根定住財団 （担当：島田、下中） 

 

【開催の概要】 

●開 催 日  平成２０年12月6 日（土）１０：００～１５：００ 
●会  場  くにびきメッセ大展示場（２／３使用） 

●主  催  財団法人ふるさと島根定住財団、島根県 

●開催内容  「島根に恋して2008～地域からの贈りもの～」 

“地域発こだわりの逸品”販売コーナー 

 新鮮な野菜、お惣菜、餅、そば、お菓子、他 

        地域密着！体験コーナー 

         竹トンボづくり、羊毛のつむぎ、苔玉づくり、他 

        活動ＰＲコーナー 

         県内の様々な取組の情報収集ができます。 

        地域づくり活動展示コーナー 

         各地域での取り組みが展示されます。 

イベント会場 

         楽しいクイズ大会、“地域からの贈りもの”が当たる抽選会、各団体による 

音楽ライブを行います。 

        島根県コーナー 

         しまね田舎ツーリズム、中山間地域リーディング事業など 
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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） 



 
ＮＰＯ法人なごみの里からのお知らせ 

 
出雲なごみの里主催、出雲市総合ボランティアセンター様共催で、出雲ドーム横の健康センターにて

様々な観点から「看取り」と「介護」について考える「よりあいディスカッション」を開催します。 
 

【日 時】2008年 11月１日(土)  

【場 所】 出雲ドーム隣接 健康センター 

【入場料】 一般1,000円 （高校生以下無料） 定員100名 

＜プログラム＞ 

第一部 ＮＰＯ法人なごみの里 柴田久美子 講演 ···································· 【１０：００～１０：５０】 

第二部 島根県立中央病院 総合医療科医長 今田敏宏 講演 ··························· 【１０：５０～１１：２０】 

第三部 来場者様参加型ディスカッション「よりあいディスカッション」 ·············· 【１１：２０～１２：１０】 
 

－テーマ－ 

★今、余命三ヶ月と宣告されたら  
 
・どこで死にたいですか  

・どんな死に方をしたいですか 

・ 誰に看取られたいですか  

★将来天寿をまっとうしたとき 
 

・どこで死にたいですか  

・どんな死に方をしたいですか  

・ 誰に看取られたいですか 

そして★今何のために生きていますか 

 
◇問い合わせ・お申し込み先◇ 

出雲なごみの里  

出雲市高松町1589-10   Tel/Fax：0853-28-0687 

Email：izumo@nagominosato.org  ホームページ：http://nagominosato.org/ 

 

ＮＰＯ法人くらしアトリエから「落葉
おちば

とおさんぽ朝市」開催のお知らせ 
 
山陰各地の、暮らしにまつわる「いいもの（食べもの、雑貨、手仕事ものなど）」が並び、天然酵母作り、クラフトなどの 

ワークショップ（要予約）を予定しています。（詳しくはホームページにてご確認ください） 

なお、ほとんどのお店が手作りのため大量生産が難しく、いずれも数が限られますので、売り切れの際はご容赦ください 
 

【日 時】 2008 年11 月23 日（日）１０：００～１4：００ 

【場 所】 雲南市吉田町吉田 本町通り周辺にて  

＜朝市の内容＞ 
 

☆山陰の、おいしいもの（パン、キッシュ、お餅、山菜おこわ、コンフィチュール、パスタソース＆ドレッシングなど） 

☆くらしの中のてしごと展（うつわ、布もの＆毛糸もの、民話のおもちゃ、鉄もの、手づくり雑貨） 

☆暮らしを楽しむものたち（冬じたくの雑貨、スロウ雑貨、移動お花屋さん） 

☆ワークショップ 
・スープ作りのワークショップ ・天然酵母のワークショップ ステップアップ ・クリスマスツリー作りのワークショップ ···· （予約制） 

・お正月の小さなしめ縄作り ······················································································（予約不要） 

 

◇問い合わせ・お申し込み先◇ 

ＮＰＯ法人くらしアトリエ 

Email： info@slow-slow.com   ホームページ：http://www.slow-slow.com 
 

      ◇平成21年度の花博記念協会助成事業のお知らせ◇ 
 

財団法人国際花と緑の博覧会記念協会は、潤いのある豊かな社会の創造に寄与するため、助成事業を全国的に公募。 

【助成対象】「自然と人間との共生」の継承発展または普及啓発に資する事業で、「花と緑」に関連する分野において、科学

技術または文化の発展または交流に寄与する、財団法人、社団法人、特定非営利活動法人など。  

【助成金額】 総額は１，０００万円以内。助成対象経費の総額の２分の１以内とし、調査研究開発：一件当たり１００万円

以内、活動・行催事：一件当たり５０万円以内とする 

締 切 20０８年11 月25 日（火）（当日消印有効）  

◇問い合わせ・お申し込み先◇ 

財団法人国際花と緑の博覧会記念協会 企画課  

〒538-0036 大阪市鶴見区緑地公園2-136   

Tel:06-6915-4516  Fax:06-6915-4524   

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 

      ◇平成21 年度の花博記念協会助成事業のお知らせ◇ 
 

 

財団法人国際花と緑の博覧会記念協会は、潤いのある豊かな社会の創造に寄与するため、助成事業を全国的に公募。 

【助成対象】「自然と人間との共生」の継承発展または普及啓発に資する事業で、「花と緑」に関連する分野において、科学

技術または文化の発展または交流に寄与する、財団法人、社団法人、特定非営利活動法人など。  

【助成金額】 総額は１，０００万円以内。助成対象経費の総額の２分の１以内とし、調査研究開発：一件当たり１００万円

以内、活動・行催事：一件当たり５０万円以内とする 

締 切 20０８年11 月25 日（火）（当日消印有効）  

◇問い合わせ・お申し込み先◇ 

財団法人国際花と緑の博覧会記念協会 企画課  

〒538-0036 大阪市鶴見区緑地公園2-136   

Tel:06-6915-4516  Fax:06-6915-4524   

E-mail：hanahaku@expo90.jp  ホームページ： http://www.expo90.jp/ 

助成金情報 



            
 

◇キリン福祉財団  

平成２１年度(第１５回)公募助成のご案内◇ 
平成２１年度（第１５回）キリン福祉財団公募事業は、「地

域に根付く小さな福祉活動」を公募形式で応援するもので地

域における子どもに関わる幅広い活動について募集。 
 
【助成対象】地域における子育てに関わるボランティア活動

に対し助成。地域での子どもに関わる福祉活動

を目的とする民間団体で４名以上のメンバー

が中心となって活動する団体・グループ（法人

格の有無は不問） 

【助成金額】総額：3,500 万円   

上限額：30 万円／１件（一団体当り） 

締 切 2008 年１１月１０日（月） （当日消印有効）  
 
 
◇問い合わせ・お申し込み先◇ 

財団法人 キリン福祉財団 米内山(よないやま) ・阿部 

〒104-8288 中央区新川２丁目１０番１号 

Tel:03-5540-3522    

Fax:03-5540-3525  

ホームページ：http://www.kirin.co.jp/foundation/ 

◇ＪＴ 青少年育成に関する 

ＮＰＯ助成事業のお知らせ◇ 
地域コミュニティーの再生と活性化を推進し、より良い社会

を築いていくためには、人材育成、とりわけ次世代の社会を

担う「青少年の育成」が重要と考え、青少年を対象とし、健

全な育成のため、地域と一体となって取り組む事業を支援。 
 
【助成対象】法人の設立目的や活動内容が、政治、宗教、思

想などに偏っていない1 年以上の活動実績を

有する非営利法人で、日本国内において、地域

社会の核となって実施する青少年の健全な育

成につながる事業。 

【助成金額】年額最高 150 万円／件、40 件程度 

締 切 2008年11 月20 日（木）（当日消印有効） 
 
 
◇問い合わせ・お申し込み先◇ 

日本たばこ産業株式会社 CSR推進部 社会貢献室 

〒105-8422 港区虎ノ門2-2-1 JT ビル 

Tel:03-5572-4290   

Fax:03-5572-1443   

ホームページ：http://www.jti.co.jp/JTI/ 

◇エネルギア財団  

平成 21 年度前期助成のご案内◇ 
エネルギア財団が中国地域に最初の電気事業が設立されて

100 周年になるのを記念して、美術･音楽･伝統文化･スポー

ツの分野を対象に助成。 
 
【助成対象】中国地域に所在する文化、スポーツに関する団

体が主催し、中国地域在住者が過半数を占める

活動で、中国地域内で行う美術・音楽・伝統文

化・スポーツ活動を対象。 

締 切 2008 年１１月３０日（日）（当日消印有効） 
 
 
◇問い合わせ・お申し込み先◇ 

エネルギア 文化・スポーツ財団 事務局 

〒730-0041 広島市中区小町4-33 中国電力内 

Tel: 082-542-3639   

 Fax :082-542-3644  

E-mail:  zj000005@pnet.gr.energia.co.jp   

ホームページ：http://www.gr.energia.co.jp/bunspo/ 

◇トヨタ財団  

地域社会プログラムのお知らせ◇ 
トヨタ財団地域社会プログラムは、基本テーマ「地域に根ざ

した仕組みづくり―自立と共生の新たな地域社会をめざし

て」の下、3 つの重点領域を設定し、広く募集。 

（A）「地域社会の活性化」、（B）「地域における共生」、

（C）「地域を担う次世代の育成」 
 
【助成対象】プロジェクト・チームによるプロジェクト形式

の活動であり、メンバー構成が、領域・世代・性

別など、適切な広がりを有し、一定の自己資金、

自主財源の用意のあること。「仕組み」の持続性・

効果が具体的にイメージされている。 

【助成金額】年間100 万円～300 万円／1件 

締 切 2008 年11 月17日（月）（当日消印有効） 

◇問い合わせ・お申し込み先◇ 

トヨタ財団 地域社会プログラム係 

〒163-0437 新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル 37 階 

ホームページ：http://www.toyotafound.or.jp/ 

◇社団法人生命保険協会 子育て家庭支援団体に対する助成活動のご案内◇ 

社団法人生命保険協会では、就学前の子どもの保護者等（妊婦等を含む）を対象に、子育てに関する啓発活動や育児負担を軽

減させる活動等を行っている民間非営利の団体・グループ、ＮＰＯ法人等の活動に対して、活動に直接必要な資金の助成。 

【助成対象】日本国内において、就学前の子どもの保護者等（妊婦等を含む）への支援活動を行っている民間非営利のボラン 

ティアグループ・団体、NPO 法人等（社団法人、財団法人、社会福祉法人等は対象外） 

【助成金額】1 団体当り（上限額）25 万円、助成金総額（最大）1,400 万円 

 締 切 2008 年11 月14日（金）（当日消印有効） 

◇問い合わせ・お申し込み先◇ 

生命保険協会「子育て家庭支援団体に対する助成活動」事務局 

〒100-0005 千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル3階 

 Tel: 03-3286-2643  Fax :03-3286-2730 

ホームページ：http://www.seiho.or.jp/ 



 

 

 

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、以下のとおり、

交流サロンの利用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。 

 

     会議・作業スペースの貸し出し       

 

会議や勉強会、交流会や作業の場としてご利用いただ

ける他、パソコンでのネット検索や書類作成なども可

能です。 

 

        印刷機などの利用          

 

チラシやパンフレット、会報の作成などにご利用

いただけます。印刷可能なサイズはハガキからＡ

３まで（用紙は持ち込みでお願いします）。また、

松江事務局では、作成したチラシ等を２つ折りや

３つ折りにできる紙折機をご用意しています。 

 

            地域づくり・ＮＰＯ情報コーナー（松江事務局のみ）                

 

【掲示板】 

全国の助成財団や中間支援セン

ターなどから送られてくる助成

金情報や研修情報などを掲示し

ています。また、皆さまのイベ

トチラシ（原則Ａ４サイズまで）

を掲示する場としてもご利用い

ただけます。 

【図書コーナー】 

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、ＮＰＯマネジメント

などを取り揃えております。貸

し出しも行っていますのでご

希望の方は職員までお申し出

ください。 

 【団体情報コーナー】 

地域づくり団体やＮＰＯ法人の

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に関心を持った方に皆さ

まの活動案内などを提供されは

いかがでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●NPO 基礎講座 ～市民社会の創造のために～ 

  山岡義典 著（ぎょうせい） 

ＮＰＯとは何か。ボランティアとはどこが違うのか。ＮＰＯについての基本的知識を整

理し、わかりやすく解説。日本社会にとってのＮＰＯの意味を探り、自治体とＮＰＯの

望ましい関係を築くための方策も提言する。 

 

※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。 

  

－編集後記－ 
定住財団のホームページには、職員の心の風景をつづった「スタッフのひとりごと」というコーナーがあり、ほぼ毎日 

更新されています。スタッフの日々の取り組みや出来事などから感じ取ったホンネが垣間見えるかも。一度訪れてみてく

ださい。 

【アクセス】ＨＰ「ふるさと島根定住財団」 → 「財団について」 → 「スタッフのひとりごと」 

 

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 

機関紙掲載のお知らせ 

しまね県民活動支援センターのご利用案内 




