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前号でお知らせしましたとおり、当財団の地域づくり実践支援（しまねづくりチャレンジ・トライ）事業の

助成を受けた団体による、日頃の活動の成果発表会として開催するイベントの詳細が決まりました！地域の

魅力にあふれる取り組みを知っていただく良い機会となれば幸いです。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10：00～ エンタメネット山陰ライブ 

 KUROKO∞SHOW・だいじゅ 

10：30～ クイズ “島根”を知ってるつもり!? 

参加団体さんよりクイズを出題。 

正解者には素敵な賞品をプレゼント！ 

11：40～ 毛利次郎・魂ライブ 

12：30～ 田中海太郎ライブ 

13：20～ マスレゲ  

Masudamian Lots 

14：00～ 地域からの贈りもの抽選会！！ 

会場でアンケートに答えて、抽選券をゲットしよう！  

 

 

12：00～ 羊毛ほぐし 「１番上手にほぐせたのはだ～れ？」 

賞品：窪田の羊さんから作った毛糸（メリーさんの会） 

12：30～ ロープ登り 「高さに負けずにタイムアタック！」 

 賞品：シーカヤック無料体験券・T シャツ（ＭＪＣ） 

13：30～ 竹トンボとばし 「誰が一番遠くに飛ばせるかな!?」 

 賞品：鮎の姿焼（結まーるプラス） 

平成20 年12 月6 日（土）10：00～15：00 

くにびきメッセ大展示場 
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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） 

地域体験ブース ご当地選手権（先着順） 

ステージ企画 

新鮮な野菜、焼きイモ、ご当地カレー、

新そば、お餅、米粉パン、パスタ屋台、

羊毛製品、雑貨類、石けん、炭、竹酢、

手すき和紙製品など 

 

竹トンボ、竹馬、そば打ち、羊毛紡ぎ、

椎茸植菌、餅つき、ドラムサークル、 

里山素材の苔玉、鳴り砂、 

森林セラピー、 

ロープ登りなど 

●活動ＰＲコーナー 

●地域づくり活動展示コーナー 

地域発こだわりの逸品販売コーナー 

地域密着！体験コーナー 

その他のコーナー 
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     「新たな協働システムを考える集い」のお知らせ 

平成１７年度から行ってきた「県民との協働による島根づくり事業」のアンケート結果の報告や「しまね協働

実践事業」の中間報告から協働事業の課題や成果を検証し、新たな協働を支援する制度についての意見交換を

通して、ＮＰＯと行政が情報の共有化や相互理解を促進する機会です。 

一般の参加者も受付けておりますので多数ご参加ください。 
 

【日時】平成２０年12 月１４日（日）13：55～17：05 

【場所】松江テルサ 中会議室（松江市朝日町） 

【対象】ＮＰＯ及び行政職員 

【定員】８８名 
 

 

＜プログラム＞ 

14：00～14：30 協働事業報告会 

●「県民との協働による島根づくり事業」 ·············· アンケート結果の報告 

●「しまね協働実践事業」 ···························· 中間報告・ＮＰＯ法人 しまね子どもセンター 

・ＮＰＯ法人 プロジェクトゆうあい 

 

14：30～15：30 講演 

「新たな協働システムを考える」（仮題）  

講師：特定非営利活動法人 シーズ 

市民活動を支える制度をつくる会  

代表理事 林 泰義 氏 

 

15：40～17：00 ＮＰＯとの意見交換  

「新たな協働を支援する基金制度について」 

①概要説明（概要・アンケート結果報告） 

②意見交換 アドバイザー：林 泰義 氏 

コーディネーター：島根大学准教授  

毎熊浩一 氏 

 
※氏名、住所、電話番号、所属、所属先住所、所属先電話番号を記入の上、当財団宛てにＦＡＸまたは郵送にてお申込ください。 
 
◇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 しまね県民活動支援センター（担当：樋口） 
〒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 

 
私たちの地域を私たちでつくる ～100 円からできるボランティア～ 

「中国ろうきんＮＰＯ寄付システム」について 
 
当財団と中国労働金庫が協働事業として行っている「中国ろうきんＮＰＯ寄付システム」とは、地域の問題解決に

取り組んでいるＮＰＯに、寄付者の想いを「寄付」という形で確実に届ける制度で、中国労働金庫に普通預金口座

を開設されている方々から、応援するＮＰＯの活動分野ごとに定期的に寄付をされたお金を、審査委員会によって

選考された団体に寄付配分することにより、地域住民のだれもが安心して暮らせる地域社会づくりにつなげること

を目的とした地域循環型寄付システムです。 

また、寄付も普通預金口座より月額100 円からの自動振替（手数料不要）でお申し込みいただけます。 
 
なお、寄付金交付の募集については、次号Vol. 9（12 月号）にてご案内します。 
 
◇問い合わせ・お申し込み先◇ 

中国ろうきん営業店（または組合ろうきん窓口） 
ホームページ：http://www.chugoku.rokin.or.jp/ 

林 泰義 氏 プロフィール 

近年、（財）ふるさと島根定住財団の地域づくり

トライ事業の審査委員長(2003～2007 年)と

して、応募のあったすべての案件について、島

根県内をくまなく調査し、継続的に活動を支援

している。 

毎熊浩一 氏 プロフィール 

島根大学準教授(専門：行政学)として教育･研究

を行うとともに、島根県ＮＰＯと行政の協働の

あり方検討委員会委員(2002～2003 年）、島

根県民いきいき活動促進委員会委員(2005～

2007年）等を務める。 

財団からの 
お知らせ 
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「県民いきいき活動支援事業」募集のお知らせ 
 
当財団では、多くの県民の皆さんのユニークな発想や企画力を活かし、地域課題解決や地域活性化に向けた公

共性・公益性の高い活動を一層充実させ、県民の総力を結集した地域づくりにつながる活動を支援する事業を

行っておりますが、第２回目の申請締切が近づきました。 

島根で頑張っておられる皆さまからのご応募をお待ちしています！  
 

               【第２回 申請締切：１２月１９日（金）】                
 

 

 

対象団体：県内の民間団体やグループ(法人格を持たない 

準備段階の団体)及び、NPO法人 

助成率：２／３以内  

助成対象となる事業期間：１年以内  

助成額：１００万円以下 

審査方法：審査委員会による審査会を経て助成の可否を 

決定します。 

対象団体：県内の民間団体やグループ、企業、NPO法人等 

助成率：２／３以内  

助成対象となる事業期間：２年以内  

助成額：原則として３００万円以下（審査委員会が特に必要 

と認めた場合は上限５００万円まで） 

審査方法：審査委員会による審査会を経て助成の可否を決定 

します。
 

＊詳しくは担当スタッフがご相談に応じます。お早めにご相談下さい！ 
 

◆自然観察会と野鳥の森の巣箱の手入れ参加募集！◆ 
 

鳥のための巣箱のはずが・・・・・放置したままでは、鳥も困ってしまいます！ 

正しい巣箱の付け方も学べます！今年最後の自然観察会とセットでどうぞ！ 
 

日 時：１２月２１日（日）  ９：３０～１１：３０  自然観察会 

１３：００～１５：００  巣箱の掃除と掛け替え 

※どちらか片方のみの参加もＯＫです。 

場 所：ふるさと森林公園学習展示館に午前、午後とも１０分前に集合 

参加費：無料 
 
◇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 

Tel/ Fax：0852-66-3586 Ｅメール：morifure@coffee.ocn.ne.jp 

（前日まで、申込を受け付けています！）
 

◇高木仁三郎  

市民科学基金助成募集のお知らせ◇ 
 
2000 年に亡くなった高木仁三郎の遺志に基づき、

「市民科学者」を志す市民やグループへの助成。 
 
【助成対象】「市民科学」にふさわしい調査研究や、調

査研究に関係するワークショップなどの開

催費、諸費用等を助成。一般の市民や市民

グループも応募可。 

【助成金額】１件あたり200 万円を上限。 
 
締 切 2008 年12 月10 日（水）（当日消印有効） 
 
◇問い合わせ・お申し込み先◇ 

高木仁三郎市民科学基金 事務局 （菅波 完） 

〒160-0004 新宿区四谷1-21 戸田ビル4階 

Tel：070-5074-5985 Fax：03-3358-7064 

E メール：nfo@takagifund.org 

ホームページ：http://www.takagifund.org/ 

◇（財）社会福祉弘済会 

福祉助成事業募集のお知らせ◇ 
 
法人発足の昭和59 年度より、社会福祉関係者の資

質向上に関する研修や調査研究などに対して助成。 
 
【助成対象】中央及び地方福祉団体、老人福祉施設、

知的障害児者施設、養護施設、保育所 

およびグループホームなどによる社会 

福祉関係者の専門性向上などを目的と 

した「研修」や「調査・実践研究」事業。 

【助成金額】１件の助成額は30 万円程度。 
 
締 切 2008年１２月１５日（月）（消印有効） 
 
◇問い合わせ・お申し込み先◇ 

日本社会福祉弘済会「助成事業」係  
〒130-0022墨田区江東橋4-24-3 

Tel：03-3846-2172  Fax：03-3846-2185 

ホームページ：http://www.nisshasai.jp/ 

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 

（自立・本格稼動型） 

助成金情報 

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 
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◇しまね文化ファンド 平成２１年度（後期）助成募集のお知らせ◇ 

「地域文化振興」「芸術文化振興」「国際文化交流」の３分野を基本に、しまね文化の振興に寄与すると認めら

れる事業に助成。 
 
【助成対象】島根県内の民間団体もしくは個人により行われるもの、または島根県外の民間団体もしくは個人によ

り島根県内で行われるもので、先駆的・模範的・実験的・創造的な文化事業を対象。 

【助成金額】総事業費のおおむね１／２以内。（原則10 万円以上10 万円単位） 

締 切 2008 年12 月20 日（土）（必着） 

◇問い合わせ・お申し込み先◇ 

公益信託しまね文化ファンド事務局～（財）島根県文化振興財団～ 

〒690-8501松江市殿町１番地 島根県環境生活部文化国際課 

Tel：0852-22-5500   Fax：0852-22-6412    

E メール：fund@joe2.pref.shimane.jp 

ホームページ：http://www.pref.shimane.lg.jp/life/bunka/shinkou/jyosei_jigyo/bunkafund/ 

 

 

 

当財団では、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。 

 

 

 

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メールにてお申し

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、専門的なものを、松江

事務局または石見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、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。 
 

■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：事業運営全般 ······· 中野俊雄さん（行政書士） 

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） 
 

※申込み等については電話またはFAX、Eメールにてお申し込

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１１月６日（木）に、石見事務所にて西部地区の専門相談を行ってきました。今回は、行政書士の中野さんに

よる事業運営全般に関するものでしたが、関連する範囲の会計や労務についても質問を受けていただき、持ち時間

をいっぱいに使って対応していただきました。また、相談された団体さんも笑顔で帰られ、とても嬉しく思いまし

た。さて、上記にあるように、相談は随時行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。（尾形） 

■□■地域づくりアドバイザーの派遣■□■ ■□■専門相談について■□■ 

お気軽に、 

ご相談ください。 

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。 

定住財団：Tel：0852- 28-0690 Fax：0852- 28-0692 Eメール：shimane@teiju.or.jp 

 
■□■地域づくり支援事業の概要■□■ 

助成金情報 


