
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non-Profit-Organization 

P1.「地活っちゃんがいく！」～個性が光る！ 
ＮＰＯ法人が運営する作業所の手作り商品特集～ 

P2.ＮＰＯ運営いろはセミナー、事務力検定のお知らせ 

P3.助成金・イベント情報 

P4.島根で頑張る人  
  ＮＰＯ法人かみいとう 
  森廣 公一さん 
 

今月の見どころ 
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2016.9.20 

っちゃん
がいく！ 

第３回 

NPO 法人みけねこ（松江市） 

 

 

 

 

味はもちろんのこと、見た目もバラエティー豊かなクッキーは

根強いファンも多いのでは？購入はショップみけねこへ。  

（松江市古志原５-８２０-１３/TEL：0852-31-9089） 

県内にはＮＰＯ法人が運営する事業所がたくさん！それぞれの個性を活かした商品づくりや、販売方法にも工夫を凝らしています。 
今回掲載したのはほんの一部ですので、みなさんのお住まいの地域でもお気に入りの商品を見つけて、応援しましょう♪ 

●形態：就労継続支援事業所（Ｂ型） 

●商品：焼き菓子 

●販売：店舗販売（平日 9:00～17:00）、 

イベント出店など  

 

 

NPO 法人地域活動支援センターよしかの里  

 

 

 

 

人気の手作りパンは「よしかの里」のほか、キヌヤや道の駅で 

も購入可。9/24、25 開催のひがん花祭りでも出店予定。 

（鹿足郡吉賀町六日市 576-3/TEL：0856-77-1681） 

●形態：就労継続支援事業所（B 型）. 

●商品：加工品、手芸品、パンなど 

●販売：よしかの里での販売（水曜日）、 

移動販売（水・木・金曜日）など 

    ネット販売など 

NPO 法人ふくしネットワークにじ（大田市） 

 

 

 

 

毎週木曜に 6 事業所、金曜に２事業所の商品が並ぶ手作りマー

ケットを開催中！[木]11:30～13:30、[金]12:15～13:00

（大田市大田町吉永 1453-15/TEL：080-1644-7468） 

NPO 法人福祉ネットだんだんネ（松江市） 

 

 

 

 

常時販売のほか、毎月 25 日には「天神市」で販売を行ってい

る。ちなみに地活っちゃんのお気に入りはガーリックラスク。 

（松江市北堀町 35-14/TEL：0852-32-8645） 

●形態：11 事業所による共同販売  

●商品：日用品、食料品など 

●販売：松江テルサ 1 階での販売（月・

火・木・金曜日）、天神市 

NPO 法人伯太町共同作業所チューリップの里 

 

 

 

 

一つ一つ心を込めて作った手芸品や、エコ石鹸などを販売して 

いる。イベント出店のほか、平日であれば事業所でも購入可能。 

（安来市伯太町東母里 531/TEL：0854-37-0188） 

●形態：就労継続支援事業所（Ｂ型） 

●商品：手芸品、石鹸など 

●販売：事業所での販売（月～金曜日）、 

イベント出店など 

 

（安来市） 

（吉賀町） 

   ＮＰＯ法人ぽんぽん船（出雲市） 

 

 

 

 

プリンターを使用し、あらゆる絵柄のクッキーを作ることが可

能に！新商品くまモンのクッキーは、熊本産の小麦粉を使用。 

（出雲市多伎町多岐 892-7/TEL：0853-86-7022） 

●形態：就労継続支援事業所（Ｂ型） 

●商品：焼き菓子 

●販売：道の駅キララ多伎内「キララベ

ーカリー」、出雲市役所内「ふ

たばショップ」など 

●形態：6 事業所による共同販売 

●商品：焼き菓子、木工品、お豆腐など 

●販売：大田市役所 1 階手作りマーケッ

ト、イベント出店など 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

財団からのお知らせ 

 

【日時】10 月 14 日（金）13:00～17:00 

【場所】出雲合同庁舎 601 会議室 

【内容】13:00～13:30  受付 

13:30～14:15  押さえておきたい！NPO お役立ち最新情報 

                 ・NPO 法の改正について（行政書士：中野俊雄氏） 

                         ・代表理事の社会保険料について（特定社会保険労務士：村松文治氏） 

                 ・給与と報酬の違いについて（公認会計士／税理士：利弘健氏） 

14:15～14:45  専門相談員によるトークセッション 

14:45～15:00  質疑応答・休憩 

15:00～17:00  出張相談会（各団体 25 分程度×4 枠） 

ＮＰＯのための運営いろは 
セミナー＆出張相談会 

[お問合せ・お申込み]ふるさと島根定住財団 地域活動支援課（塩冶・黒澤・森山） 

TEL：0852-28-0690 FAX：0852-28-0692 

詳しくは財団ＨＰ⇒http://teiju.or.jp/をご覧ください。 

ＮＰＯなら必ず押さえておきたい、法改正などの最新情報を提供。 

組織を運営していく中で直面するお悩みや疑問点にも、当財団の専門相談員が 

分かりやすくお答えします。ぜひお気軽にご参加ください♪ 

 

参加費 
無料 

ＮＰＯ法人事務力検定開催！ 
ＮＰＯ法人の運営には、会計、登記、労務、所轄庁への届出など、様々な事務に関する知識が欠かせ

ません。このたび、こうした事務手続きに関する基礎知識を問う日本で唯一の検定を開催します。これ

までに全国で約 800 人が受検しているこの検定。力試しに、ぜひ挑戦してみませんか？ 

受検に向けて、勉強サロンも開催します。分からないところ、不安な点を一緒に解決しましょう！ 

[お問合せ・お申込み]ふるさと島根定住財団 

地域活動支援課（黒澤・塩冶・森山） 

TEL：0852-28-0690 FAX：0852-28-0692 

【東部会場】 

日時 10 月6 日（木）14:00～16:00 

場所 松江市市民活動センター ５０６研修室 

【西部会場】 

日時 10 月７日（金）14:00～16:00 

場所 いわみぷらっと 会議室１・２ 

【受 検 料】 1,000 円 

【出題範囲】 ＮＰＯの基礎知識、所轄庁手続、

法務局手続き、会議運営、会計処理、労務管理 

【東部会場】 

日時 ９月２８日（水）17:00～19:00、 

10 月3 日（月）14:00～16:00 

場所 定住財団松江事務局 交流サロン 

【西部会場】 

日時 9 月29 日（木）10:00～12:00 
場所 定住財団石見事務所 交流サロン 

 

事務力検定 勉強サロン 



■実施期間：平成 28 年 9 月 11 日（日）～11 月 26 日（土） 

■内 容：美郷町の素朴な魅力を詰め込んだ、全 24 種の体

験プログラムを実施 

      ＊9 月のプログラムは「BBQ」「野草料理教室」「手

作りパズル」「イラスト・漫画講座」 

■申込方法：受付は先着順に行い、定員に達した時点で申込受

付を締め切り。申込状況は HP で確認可 

●問合せ先：美郷町観光協会 TEL：0855-75-1330 

https://www.shimane-ikiiki.jp/events/3455 

■締 切 日：平成 28 年 10月 20 日（木） 

■対 象：「食料」「水」「環境」の分野で、国内外の問題解決

に取り組む団体や個人（自薦・他薦は問わない） 

■内 容：毎日地球未来賞（1 点・賞金 150 万円）、クボタ

賞（2 点・賞金 100 万円）、次世代応援賞（1 点・

賞金 50 万円）、奨励賞（2 点・賞金 25 万円） 

●問合せ先：毎日新聞大阪本社毎日地球未来賞事務局 

TEL：06-6346-8407（平日 10〜18 時） 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/3461 

■実 施 日：[松江]9 月 28 日（水）[浜田]9 月 29 日（木） 

[隠岐]10 月 4 日（火）いずれも 13:30～16:30 

■対 象：助成制度の活用を検討中の方など、どなたでも 

●問合せ先：（公財）ふるさと島根定住財団 地域活動支援課 

（担当：梶谷・塩冶・森山） 

TEL：0852-28-0690 FAX：0852-28-0692 

[松江]https://www.shimane-ikiiki.jp/events/3446 

[浜田]https://www.shimane-ikiiki.jp/events/3447 

[隠岐]https://www.shimane-ikiiki.jp/events/3448 

■締 切 日：平成 28 年 10月 7 日（金）必着 

■助成金額：1 か所につき最大 100 万円まで 

■助成内容：認知症カフェ開設のための準備費、および向こう

3 年間の運営費として使用。また、運営費の中には 30％まで

人件費を含むことができる。 

●問合せ先：朝日新聞厚生文化事業団「認知症カフェ開設応援

助成」事務局 

 TEL：03-5540-7446 FAX：03-5565-1643 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/3460 

■締 切 日：平成 28 年 10 月 31 日（月）17 時まで 

■助成金額：１団体３０万円（総額６００万円を予定） 

■対 象：社会福祉分野で活動し、認定ＮＰＯ法人の取得を

計画している特定非営利活動法人 

■助成内容：「認定ＮＰＯ法人」の取得に関する費用であれば、

使途は問わない。 

●問合せ先：（公財）損保ジャパン日本興亜福祉財団 

TEL：03-3349-9570  FAX：03-5322-5257 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/3463 

■締 切 日：平成 28 年 11月 11 日（金）当日消印有効 

■助成金額：上限 500 万円（ただし、一般枠・チャレンジプ

ログラムは上限 50 万円） 

■対  象：[一般枠]社会福祉法人、更生保護法人、一般社団

（財団）法人、公益社団（財団）法人、NPO 法

人[特別枠]上記に加え、生協法人など 

●問合せ先：日本郵便（株） 総務部内 年賀寄附金事務局 

  TEL：03-3504-4401（直通） 

  https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/3462 

■締 切 日：平成 28 年 10 月 14 日（金）当日消印有効 

■助成金額：上限 50 万円（※1、2 年目。3 年目は 25万円） 

■対  象：①身近な緑を守り、育てる活動に取り組んでいる団

体②身近な緑を活用し、子どもたちに緑との触れ合

いの機会を創出する活動に取り組んでいる団体 

●問合せ先：（公財）都市緑化機構「みんなの森づくり活動助成」

事務局 

 TEL：03-5216-7191 FAX：03-5216-7195 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/3456 

■締 切 日：平成 28 年 10月 3 日（月） 

■実施期間：平成 28年 10月 23 日（日）～平成 29 年 1 月

28 日（土） 

■内  容：ビジネスプランのブラッシュアップ＆再構築を行     

      い、事業化・起業化への成功確度を高める 

●問合せ先：（公財）しまね産業振興財団経営支援課創業・人材 

支援グループ（担当：清水、苅田） 

TEL：0852-60-5115 FAX：0852-60-5116 

https://www.shimane-ikiiki.jp/events/3452 

 

今月のキーワード 

「役員」 

助成金・イベント情報 
「島根いきいき広場」QR コードはこちら ☞ 

Ko-do  

 

詳しい情報は「島根いきいき広場」で検索 https://www.shimane-ikiiki.jp 

みさと・みちくさ日和 2016 

第６回毎日地球未来賞 

申請書の書き方セミナー 
＆第２回助成制度合同説明会 

ともにつくる 
認知症カフェ開設応援助成 

花王・みんなの森づくり 
活動助成 

 
花博記念協会助成事業 

ＮＰＯ基盤強化資金助成 
「認定ＮＰＯ法人取得資金」の助成 

STEP  
～実践型起業家育成プログラム～ 

2017（平成 29）年度 
年賀寄附金配分団体の公募 

https://www.shimane-ikiiki.jp/events/3446
https://www.shimane-ikiiki.jp/events/3447


  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 『島根で頑張る人』は県内で活動する人にスポットを当て、考え方や経験から団体活動に迫るコーナーです。スタッフの「学び」も兼ねて取材させていただいています。 

[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 

 

森林教室の様子 

 

発行元：公益財団法人ふるさと島根定住財団 

県内 NPO 情報 H28.８.31 現在  

 

 

 

●今月の新設ＮＰＯ法人 ＮＰＯ法人小羊の里 
主な活動：自然の回復、人類の平和と幸福の増進に寄与するこ
とを目的として、自然環境の保全、健康で安全安心な社会環境
づくりに関する事業を行う。 

 

QR コードはこちら 

ＮＰＯ法人かみいとう 

理事長 森
もり

廣
ひろ

 公一
こういち

さん 

 1947 年生まれ。旧東出雲町
役場にて勤務。定年退職後、畑
ほし柿生産組合副組合長を務め
る傍ら、公民館活動などにも協
力してきた。かみいとう設立当初
から理事長を務める。事務局長
によれば「目のつけどころが素晴
らしい。森廣さんだからついてい
く、という人がいっぱいいる」。 

 

  2012年設立。松江市東出雲
町の介護予防拠点施設「おちらと
村」を中心に、福祉、地域づくり、
環境保全など様々な活動を行っ
ている。 
●HP「ひがしいずもネット」 

http://n-higashiizumo.net/ca
tegory/kamiitou/ 

●Facebook も更新中！ 
「NPO法人かみいとう」で検索 

  ください。 
。 

団体の主な活動 

10年先も誰もが今以上に 
住みやすい地域へ 

松江市の東端、京羅木山と星上山

の間に位置する東出雲町上意東地

区。ここで生まれ育った森廣公一さ

んは、地域を元気にしたいという思

いから、ＮＰＯ法人かみいとうで理

事長を務めている。 

元々は地域づくり委員会として

活動していたが、住民アンケートで

「しっかりした基盤がある組織が

必要」との意見が多く、2012年にＮ

ＰＯ法人を設立。以来、「10 年先も

誰もが今以上に住みやすい上意東

であるために」をテーマに、様々な

活動を行ってきた。例えば休止して

いた敬老会を「まめなか学級」とし

て復活させ、地域の高齢者に喜ばれ

ている。また、６月に開催した「ほ

たる祭り」では、サワガニやイモリ

などをバケツに入れて観察する「バ

ケツ水族館」コーナーを設け、地域

内外から1,600人もの来場者が訪れ

た。その他、親子の田植え・稲刈り

体験、地元出身の工芸家による講演

会など、年間を通して様々なイベン

トが行われる。イベントを通じて、

違う集落に住む人同士が出会い、つ

ながりを持てるようになってきた。 

どのイベントにもアイディアが

光る。ボランティアとして参加して

くれた人には、お礼として現金の代 

わりに地域通貨を渡し、地域内にあ

る売店で500円分の買い物ができる

ようにした。また、「高齢者サロン

に男性が参加しない」とはよく聞か

れる悩みだが、ＮＰＯ法人かみいと

うの「男性サロン」は、テレビ局や

競輪場の見学など男性が興味を持

てる企画で毎回 15 名程度の人が集

まる。こうした企画を次々と実行で

きるのは、会員同士お互いの話をよ

く聞き、皆で意見を出し合うように

しているからだという。「うちは制

約がない団体。『あれはダメ、これ

もダメ』と言わず、皆で楽しく活動

できることを大事にしています」。

それが、企画のヒントを得るために

も、地域で愛され長く活動するため

にも大切だと考えている。 

設立から５年目。10年先を見据え

て活動してきたＮＰＯ法人かみい

とうにとっては、折り返し地点の年

でもある。経験を重ねてきた今、地

域の全世帯に喜ばれる活動をする

ことがこれからの目標だ。「地域に

は、ＮＰＯ法人かみいとうと距離を

置いて、田んぼの向こう側から眺め

ている人もたくさんいる。その人た

ちにも、畦道を通ってこちら側に来

てほしい」。そう笑顔で話す森廣さ

んの頭の中は、さらに多くの人を呼

び込むためのアイディアでいっぱ

いのようだ。        （M） 

全体

内認定

内仮認定

2

3

4

全体

内レベル２

しまね社会貢献基金登録団体数

県内ＮＰＯ法人数

だんだん認証レベル
取得団体数

1

5

新設ＮＰＯ法人数

解散ＮＰＯ法人数

活動の舞台となるおちらと村 隣接する売店で地域通貨が使える 

27９ 

6 

1 

1 

０ 

56 

40 

28 

 

[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 

 [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 

発行元 

（しまね県民活動支援センター） 

Facebook も日々更新中！ 

しまね県民活動支援センター（ふるさと島根定住財団）で 

検索してみてください♪ 

。 


	ikiikinet_01
	ikiikinet_02 
	ikiikinet_03 
	ikikinet_04 -４

