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「中国ろうきんＮＰＯ寄付システム」配分団体を募集します！ 
 

先月号（Vol.8）でお知らせしたとおり、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」では、今年度より募っていた寄付が一定額に達したことから、このたび配分を希望さ

れるNPO 法人の募集を開始します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３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、行政書士の中野俊雄氏（当財団専門相談員）による「ＮＰＯ法人入門講座」を開催します。 

なお、本講座は今回を持ちまして終了となりますので、この機会に是非ご参加ください。 

詳しくは次号にてお知らせいたします。 
 
【西部会場】 と き：2009 年２月１８日(水)  

 ところ：いわみぷらっと 会議室（浜田市相生町1391-8） 
 
【東部会場】 と き：2009 年２月2５日(水)  

 ところ：出雲市総合ボランティアセンター ボランティアルーム（出雲市今市町北本町3-1-6 出雲体育館内） 

Vol.  ９                            2008．12．20発行 

 

【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  

 

〔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） 

しまねいきいきねっと 

 
【配分募集分野】①保健・医療・福祉分野 ----------- ２団体 

②まちづくり分野 ----------------- １団体 

③文化・スポーツ分野 ------------- １団体 

④環境保全分野 ------------------- １団体 

⑤子どもの健全育成分野 -----------1 団体 

⑥消費者保護分野 -----------------1 団体 

 計 ７団体 

【助 成 金 額】 ５万円/１団体 

【応 募 締 切】 2009 年 １月２６日（月）17：00【必着】 

【そ の 他】 詳しくは当財団ホームページをご覧ください。 

 

皆様のご応募 

お待ちして 

おります。 

定住財団からのお知らせ 
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     ◆NPO 法人松江ツーリズム研究会からのお知らせ◆ 

松江ゴーストツアー ～闇夜 小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）が再話した怪談ゆかりの地を訪ねて～ 

 

ハーンの再話した松江の怪談を体感してみましょう。松江の夜の魅力を再発見できます。 
 

          へるんコース           

旅行代金 お一人5,800 円（大人・小人同額） 
 

☆小泉八雲の曾孫、小泉凡さんの講演を聞き郷土料理を 

味わって、語り部が八雲の怪談の世界へご案内します。 
 

コース：カラコロ工房15：00出発 → 松江城20：00解散 

出発日：1月24日（土）、2月14 日（土）、3月20日（金） 

受 付：カラコロ工房14：40 

 

          カラコロコース         

旅行代金 お一人1,500 円（大人・小人同額） 
 

☆地元の語り部が静かに思いを込めて怪談の世界に 

ご案内します。 
 

コース：松江城17：10出発 → 松江城20：00 解散 

出発日：1月24日（土）、2月14 日（土）、 

3月20 日（金）21 日（土） 

受 付：ぷらっと松江観光案内所（松江城内）16：50 

◇問い合わせ・お申し込み先◇ 

〒690-0887 松江市殿町４２８ 

NPO法人松江ツーリズム研究会 

Tel ：0852-23-5470 

E メール：m.oshiro@web-sanin.co.jp 

◆講演会「米国のＤＶ支援ネットワークに学ぶ」のお知らせ◆ 
 

米国オレゴン州では、州や郡といった、管轄の異なる行政のＤＶ担当部署が連携しあい、ＤＶ被害者支援を行っ

ています。ＤＶ支援に精通したコーディネーターが各関係部署と連絡を取り合い、協力を取り付け、委員会やチー

ムを編成することによってそれが可能になりました。困難を一つずつ乗り越えてきたここまでの道のりを、ＤＶコ

ーディネーターのチキータさんに伺い、私たちにできることを考えてみませんか。 
 
日 時 平成２１年１月２０日（火） １３：３０～１６：００ 

会 場 松江市民活動センター 研修室（松江市白潟本町43 番地 スティックビル  

講師：チキータ・ロリンズさん Chiquita Rollins, Ph.D. 

コーディネーター・通訳：高橋睦子さん（吉備国際大学大学院教授） 

定 員 ４０名（先着順で定員になり次第締め切ります） 

参加費 無料 

申込方法 名前（ふりがな）・住所・電話番号を記入の上、電話・ファックス・電子メール等にてお知らせください。 
 
◇問い合わせ・お申し込み先◇ 

Tel ：0854-84-5514   Fax ：0854-84-5589 

財団法人しまね女性センター 事業課 担当：小川 

ホームページ：http://www.asuterasu.pref.shimane.jp/swc/index.html 
 

 
      

◇「中国ろうきん NPO 立上げ助成金制度」募集のお知らせ◇ 
 

中国労働金庫は地域社会に貢献するNPO の立上げに際しての助成金交付の取組みを行っており、NPO 法人とし

て新たに年内に立ち上がった団体および認証予定（翌年中）の団体で、かつ特定非営利活動促進法の趣旨にかない

本助成金制度が適用される団体に対し、審査・選考のうえ立上げ助成金を交付。  
 
【助成対象】2008 年1 月以降すでに特定非営利活動法人として認定を受けた団体、もしくは現在認証申請中 

及び申請準備中の団体でNPO 法人立上げ時の助成を希望する団体。（活動分野不問） 

【助成金額】１団体あたり２0 万円を上限とし、中国5 県で総額300 万円以内。 
 

締 切 2009 年1 月15 日（木）（当日必着） 
 
◇問い合わせ・お申し込み先◇ 

〒690-0007 松江市御手船場町549-4 

中国労働金庫 島根県営業本部 NPO助成係 

Tel：0852-27-1600  ホームページ：http://www.chugoku.rokin.or.jp/ 

地域づくり・ＮＰＯ団体 
からの 

情報提供コーナーです。 

掲示板 

助成金情報 

参加者全員に 

天然ミネラルウォーター 

縁結び水を 

プレゼント!! 
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◇平成２１年度地球環境基金 

助成金募集のお知らせ◇ 
 
地球環境基金は、環境保全活動を行い「民間の発意に

基づき活動を行う営利を目的としない法人その他の団

体」に助成。 
 
          一般助成           

【助成対象】これまで地球環境基金で行ってきたもの

と同様の先駆性や波及効果の高い活動

に対する助成 

【助成金額】助成金の下限は１００万円とします。  
 
          発展助成           

【助成対象】これまで地球環境基金から助成を受けた

ことがない団体を対象とした助成 

【助成金額】助成金の下限は５０万円とします。 
 
締 切 2009 年１月２６日（月）（必着） 

持込は午後６時迄 
 
◇問い合わせ・お申し込み先◇ 

独立行政法人環境再生保全機構 

地球環境基金部地球環境基金課 宛 

〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町1310 

 ミューザ川崎セントラルタワー8 階 

Tel：044-520-9505Fax：044-520-2190 

ホームページ：http://www.erca.go.jp/ 

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。 
 

◇しまね女性ファンド 

平成２１年度（後期）助成募集のお知らせ◇ 
 
おおむね１０名以上で、その半数以上が女性で構成さ

れた、島根県内の女性を中心に活動している民間の団

体やグループの以下の活動が対象。（法人格の有無不問） 
 
【助成分野】魅力ある地域づくり、男女共同参画社会

づくり、次代を担う人づくり、水と緑豊

かな環境づくり 

【助成金額】対象経費の２／３を助成 

（1 万円単位で上限５０万円） 

男女共同参画社会づくりの普及・啓発活

動は、対象経費全額を助成 
（1万円単位で上限１０万円） 

締 切 2009 年1 月15 日（当日消印有効） 

◇問い合わせ・お申し込み先◇ 

公益信託しまね女性ファンド事務局 

〒694-0064 大田市大田町大田イ236-4  

県立男女共同参画センター あすてらす 

（財団法人しまね女性センター内） 

Tel：0854-84-5514  Fax：0854-84-5589 
ホームページ： 

http://www.asuterasu.pref.shimane.jp/swc/ 

 

◇平成20 年度第2 回社会福祉ボランティア

活動推進事業助成募集のお知らせ◇ 
 
高齢者と障害を持つ人たちに対する、社会福祉のボラ

ンティア活動を積極的に支援推進し、豊かな地域社会

の実現に寄与することを目的とした助成金。 
 
【助成分野】国内において実施される、社会福祉のた

めのボランティア活動であって、次に掲

げる事業とする。 
 (1)活動に必要な各種器材の整備事業 

 (2 活動事業  

【助成金額】１００千円～９００千円。 
（助成率９／１０以内。なお、経常経費、ＰＲ事業、

調査研究事業、イベント等の経費は対象外。） 

締 切 2009 年1 月16 日（金）必着 

 

 

 

◇問い合わせ・お申し込み先◇ 

社会福祉法人島根県共同募金会 

〒690-0011 島根県松江市東津田町1741-3  

いきいきプラザ島根 

Tel：0852-32-5977  Fax：0852-32-5978 

ホームページ：http://www.akaihane-shimane.jp/ 

 

◇セブンイレブン みどりの基金 

2009 年度公募助成のお知らせ◇ 
 
セブン-イレブンみどりの基金の公募助成制度は、セブ

ン-イレブン店頭に寄せられた市民（＝お客様）からの

募金が、地域の市民の環境活動を支援する助成制度。 
 
「環境市民活動助成」と「地域美化活動助成」があり、

詳しくはホームページでご確認ください。 

締 切 2009年１月31日（日）当日消印有効 

 
◇問い合わせ・お申し込み先◇ 

セブン-イレブンみどりの基金 助成担当 

〒102-8455 東京都千代田区二番町8-8 

Tel：03-6238-3872 Fax：03-3261-2513 
（電話受付時間 9:30～17:00 ※土・日曜日を除く） 
E メール：oubo.09b@7midori.org 
（Ｅメールでの応募受付不可。)  

ホームページ：http://www.7midori.org/ 
 

助成金情報 
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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（松江事務局のみ） 

 

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。 

※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。 

 

 

 《参考図書リスト》 
ＮＰＯ法人設立に関して 

書                        名 出版社 著者など 単価（円） 

ＮＰＯってなんですか１ ＮＰＯを知ろう 汐文社 ＮＰＯ活動を考える会 1,890 

ＮＰＯ基礎講座 市民社会の創造のために ぎょうせい 山岡義典 2,300 

協働のデザイン 学芸出版社 世古一穂 2,415 

 

ＮＰＯ実務関係（事業運営・会計税務処理）に関して 

書                        名 出版社 著者など 単価（円） 

NPO法人の税務【新版】 花伝社 赤塚和俊 2,100 

自分たちで運営しようNPO法人！ 

-会計・税務・登記・所轄庁・労働保険・社会保険 学陽書房 

NPO事業サポート 

センター他 2,940 

 

 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－編集後記－ 
去る１２月６日（土）に行われた当財団のイベント「島根に恋して2008～地域からの贈りもの～」は、悪天候の

ためフェリーが欠航し、隠岐の団体さんの出店が取りやめになるアクシデントがありましたが、足元の悪い中、大勢

の方にご来場いただきありがとうございました。 

地域で頑張る団体さんの活動を皆様にご紹介できたことを嬉しく思います。これからも応援よろしくお願いします。 

なお、早いもので今年も残すところあとわずかになりました。皆さまには、当財団の事業にご理解とご協力をいた

だきありがとうございました。良いお年をお迎えください。（尾形） 

掲 示 板 
 

図 書 コ ー ナ ー 
 

 

情 報 コ ー ナ ー 

しまねいきいきねっとでは、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。 

次号は1 月20 日（火）発行予定です。情報提供は1 月9 日（金）までにお願いいたします。 
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