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西部地区で活動をしておられる地域づくり団体やNPO の方を対象に、講師に社会保険労務士の村松文治氏をお迎え

して【労務管理と助成金セミナー】を開催します。 

なお、セミナー終了後、引き続き「労務管理全般に関する専門相談」と公認会計士・税理士の福田龍太氏による「会

計･税務全般に関する相談」を行います。是非、この機会をご利用ください。 
 

と き  平成21 年3 月19 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・シティーパルク２階） 

定 員  30 名程度 

内 容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

※専門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。 
 

申込み 3 月12 日(木)までに必要事項をご記入のうえ、FAX またはメールにてお申し込みください。 

 

 

【申込先】 財団法人ふるさと島根定住財団  E-mail  shimane@teiju.or.jp（担当：尾形） 
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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  

 

〔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 

☆「労務管理と助成金セミナー」１３：００～１４：３０ 

講師：村松文治氏（当財団専門相談員・社会保険労務士） 
 

地域づくり団体やNPOの実務の中で知っておきたい労務管理と助成金について

のお話です。 

 

☆団体の「労務管理全般に関する専門相談」１４：４０～１７：００ 

相談員：村松文治氏 
 

セミナー終了後、個別相談会を実施します。（原則予約制） 

 

☆団体の「会計・税務全般に関する専門相談」１４：４０～１７：００ 

相談員：福田龍太氏（当財団専門相談員・公認会計士・税理士） 
 

団体の会計や税務についての個別相談会を実施します。（原則予約制） 

団体の労務管理全般、 

会計･税務全般 

に関する 
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○講師プロフィール 

1966 年大阪生まれ。金融機関勤務を経て、1995年1 月の阪神・ 淡路大震災をきっかけに市民活動の世

界へ。人と人が出会い、つながり、また 人をつなげるNPO、NGOの活動に限りない魅力を感じ、その基

盤整備に取り組む。 

主な事業は、コンサルティングと情報発信、調査研究と政策提言、NPOの共同オフィス運営など。他に（特）

日本NPOセ ンター理事、ひょうご市民活動協議会事務局長などを務める。 

 
第２回地域づくり団体マネジメント研修 
 
お心あたりの方（団体）は今すぐお申し込みを！！ 
 
読まれるチラシ、広報紙をつくりたい！！、短い時間で思いを伝えるのが苦手××、広報なんて学んだことがない☆☆、

会員や協力者があつまらない？？、とにかく活動の輪を広げたい！！ 
 

日程等 【西部】平成２１年３月５日(木) いわみぷらっと会議室（浜田市相生町）定員 ３０名 

【東部】平成２１年３月６日(金) 松江テルサ中会議室（松江市朝日町）定員 ５０名 

費 用  ５００円（テキスト代） 

講 師  実
じつ

吉
よし

 威
たけし

氏（ＮＰＯ法人市民活動センター神戸 理事・事務局長） 

 

 

 

 

 

 

申込み ２月２７日(金)までに、必要事項を記入の上、郵送またはＦＡＸにてお送りください。 

【申込先】 財団法人ふるさと島根定住財団 E メール： shimane@teiju.or.jp（担当：樋口） 

  

   しまね社会貢献基金説明会の開催について 
 

 
【東部会場】 

平成２１年３月２２日（日）13：30～（３時間程度）  

島根県職員会館多目的ホール（松江市殿町） 

・基金の概要  

・基金の団体登録（CANPAN の概要）  

・団体情報の発信（統合ポータルサイトの概要）  

【西部会場】 

平成２１年３月２９日（日）13：30～（３時間程度）  

島根県浜田合同庁舎大会議室（浜田市片庭町）  

・基金の概要  

・基金の団体登録（CANPAN の概要）  

・団体情報の発信（統合ポータルサイトの概要）  
 
※事前申込みが必要です。参加費無料。  

団体名、参加人数、参加者氏名、連絡先を、下記までファツクス又はＥメールでお願いします。 

「島根県県民いきいき活動促進委員会」の委員募集について 

島根県では、県内の県民いきいき活動をより一層促進するとともに、県行政における協働を推進するために、本県が

取り組むべき関連施策等について広く意見を聴し、今後の県民いきいき活動促進の施策展開に資するため、島根県県

民いきいき活動促進委員会を設置しておりますが、委員任期の満了に伴い県民いきいき活動を行っている方のご意見

を幅広くお聞きし施策に反映させていくために、委員会の委員の一部について募集をさせていただくことにしました。 
 

【任 期】平成21 年4 月1 日～平成23 年3 月31 日（2 年間） 

【募 集 人 数】２名 

【応募できる人】県内在住の２０歳以上の方で、県民いきいき活動を行っており、年４回程度平日に開く委

員会に出席できる方 

【 応 募 方 法 】所定の応募用紙と小論文「私の県民いきいき活動への想い」（８００字以内）を郵送又は

ファックスクス、若しくはE メールに添付して提出してください。 
※応募用紙は、県ＮＰＯ活動推進室のホームページ（http://www.pref.shimane.lg.jp/npo/）から

ダウンロードすることもできます。   
 

【 応 募 期 間 】平成21 年２月２０日（金）～3 月１０日（火）（当日必着） 
 

【 選 考 方 法 】選考委員会による書類審査で選考し、ご本人あてに通知いたします。 
 

◇問い合わせ・お申し込み先◇ 

島根県環境生活部環境生活総務課ＮＰＯ活動推進室 

〒690-8501 松江市殿町１番地 

Tel：0852-22-5096  Fax：0852-22-5098  Ｅメール npo@pref.shimane.lg.jp 

伝えるコツ １５のヒント 

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。 

島根県からの 
お知らせ 
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◆益田市ボランティアセンター研修会 参加者募集のお知らせ◆ 

 
近年増加する水害・地震等の自然災害に備えて、それぞれの地域で地域力を高めるため、

地域の連携と活性化により災害に強く住みやすい地域づくりの方法を学びませんか。 
 

日 時：平成２１年３月８日（日） 9：50～12：00（受付 9：30～） 

会 場：益田市総合福祉センター 大集会室 益田市須子町３－１ 

講 演：「 私にやさしいまちをつくる方法」 

～その瞬間！自分で，地域でなんとかする!!～  
講 師：近藤 吉輝 氏（呉市社会福祉協議会・ボランティアコーディネーター） 

主 催：益田市社会福祉協議会益田市ボランティアセンター 

共 催：益田市ボランティア連絡会 
 

◇問い合わせ・お申し込み先◇ 

益田市ボランティアセンター（担当 三浦） 

〒698-0036 益田市須子町3-1 益田市社会福祉協議会内 

Tel：0856-23-6954  Fax：0856-23-4177 E メール：volunteer_msd@masuda-shakyou.or.jp  

 

◆まつえ・まちづくり塾活動１０周年～まちづくり雑貨店２００９～◆ 
 

様々な小さなまちづくりの活動がお互いに紡がれ、連鎖していくことが「まちを育てること」「まちが元気になること」

につながるのではないかと私たちは考えます。「まちづくり雑貨店2009」では、小さなまちづくりの可能性をテーマに

そのようにまちを愉しんでいるたくさんの方たちをお待ちしています。 
 

■３月７日（土）13:00～17:00 フォーラム～『小さなまちづくりの可能性』～（寺子屋＠タウンプラザしまねと共催） 

●基調講演「小さなまちづくり・ホットな話」 

●オムニバス「小さなまちづくりの主人公」 

●主人公たちと一緒にまちづくりライブセッション 

●交流会 17:30～（会場：タウンプラザしまね １階 和風レストラン ぼん） 

 

■３月８日（日）9:30～12:00 早春のまち歩き～外中原町方面～ 

●当日9:30 タウンプラザしまね１階受付前より出発 
 

■３月７日（土）・８日（日）9:30～17:00 企画パネル展示（１階イベントホール） 
 

◇問い合わせ・お申し込み先◇ 

ＮＰＯ法人まつえ・まちづくり塾  井ノ上・内藤 

〒690-0087 松江市殿町8-3  Tel：0852-24-8023  Fax：0852-24-8036 

E メール：inoue-mjuku@mable.ne.jp（井ノ上） hiro-n@mub.biglobe.ne.jp（内藤）   
 
 

◆ドラムサークルは、地域コミュニティに広がる、 ひととひとをつなぐ参加型の音楽活動です◆ 
 
３月ドラムサークル開催日程 （参加費：無料） 

■子育てサークル、クラブ交流会  

日時：平成２１年３月１８日(水）１１：００～  

場所：あすてらす（大田市駅前）  

主催：島根県  

■天神川でまちぐるみ卒業祝い（仮称）  

日時：平成２１年３月２０日（金）祝日 １２：００  

場所：松江市天神川ロータリーおよび周辺  

主催：天神川親水プロジェクト準備事務局  
 
※ドラムサークルしまねからのお知らせ  

春からのドラムサークル開催に対応するため、 地域で一緒に活動していただけるスタッフを  

募集しています。  

募集地域：東部地区（松江市周辺）本部 （大田市周辺）西部地区(益田市周辺）  
 
▲問合せ、スタッフ募集は下記へ  

ハートでつなぐドラムサークルしまね  

Tel：0854-85-7200  Ｅメール：info@bioptron-j.com   

ホームページ：http://www.bioptron-j.com 

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。 

参加費：無料 

主催：NPO法人まつえ・まちづくり塾  

共催：島根まちむらネットコンソーシアム 

期間：平成21年3月7日（土）・8 日（日） 

会場：島根県市町村振興センター 
（タウンプラザ1･2階） 

地域づくり・ＮＰＯ団体からの 
情報提供コーナーです。 

掲示板 
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 先に公募していました中国ろうきんＮＰＯ寄付システム配分金については、2 月16 日に配分委員会を開催し、以下の

ＮＰＯ法人に交付することを決定しましたのでお知らせいたします。 
 

【配分団体】①保健・医療・福祉分野 カウンセリング出雲（出雲市） 

ぽんぽん船（出雲市） 

②まちづくり分野  あしぶえ（松江市） 

③文化・スポーツ分野  浜田おやこ劇場（浜田市） 

④環境保全分野  もりふれ倶楽部（松江市） 

⑤子どもの健全育成分野 しまね子どもセンター（大田市） 

なお、募集していた消費者保護分野については、今年度は応募がありませんでしたので該当者なしとなりました。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

－編集後記－ 
  

本年度最後となるＮＰＯ入門講座に、たくさんのお問い合わせやお申し込みをいただき、ありがとう

ございます。また、西部会場の講座に参加された皆さまには紙面を借りてお礼申し上げます。 

近年、新聞等でも県内のＮＰＯ法人や地域づくり団体の活躍を目にする機会が増えており、皆さんの

関心が高まっているように思います。 

当財団ではＮＰＯ法人の設立や運営についての参考図書をそろえております。貸出もしておりますの

で、お気軽にお越しください。（尾形） 

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います。 

次号は３月１９日（金）発行予定です。情報提供は３月１０日（火）までにお願いいたします。 

 

◆TaKaRa ハーモニストファンド 

助成事業平成21 年度応募要項◆ 
 
日本の緑を構成する森林、木竹等の陸域、または海、

湖沼、河川等の水域の自然環境(生物の生態把握等も

含む)に関する実践的な研究・活動に対して助成。 
 

【助成対象】過去に TaKaRa ハーモニストファンド

の助成を受けていない、営利を目的としな

い研究・活動。 

【助成金額】平成 21 年度の助成金総額は、合わせて

500 万円程度とし、助成件数は10 件程

度。 

【助成金の使途】研究・活動に関係した費用であれば、

内容不問（但し人件費は不可） 
 
締 切平成21 年3 月末日必着 
 
◇問い合わせ・お申し込み先◇ 

公益信託 TaKaRa ハーモニストファンド事務局 

担当:森田、岡田 
〒600-8006 

京都市下京区四条高倉東入立売中之町84 
みずほ信託銀行株式会社 京都支店 営業第2 課 

Tel： 075-211-6231 

Fax： 075-212-4915 

 

◆２００９年度（第７回）  

「ドコモ市民活動団体への助成事業｣募集要項◆ 
 
ドコモグループが２００２年に設立したＮＰＯ法人モバイル・

コミュニケーション・ファンドでは、地域に密着した活動を実

施する市民活動団体に対し、その活動資金の助成を実施。 
 
＜テーマ：『子ども育成』＞ 

【助成金額】1 団体あたり50 万円を標準とし、200 万円まで。

助成金額総額2,500 万円以内。  

【助成対象】(1) 日本国内に活動拠点を有する民間の非営利活

動団体でNPO 等の法人格を有するもの、また

は取得申請中の団体。 

(2) NPO 等の法人格を有する以前の活動実績を含

む、実績年数が2 年以上である団体。 

(3)複数のNPO が連携した協働事業で、地域の中

間支援組織が代表申請団体となる場合は、その

協働グループとする。 

(4) 過去に当ファンドから助成を受けた団体の再

申請可。 
 
締 切２００９年３月３１日(火) 
 
◇問い合わせ・お申し込み先◇ 

NPO 法人モバイル・コミュニケーション・ファンド（MCF） 

〒107-0052 東京都港区赤坂2-4-5 国際赤坂ビル19F 

Tel： 03-5545-7711 Fax： 03- 5545-7722 

E メール： info@mcfund.or.jp 

ホームページ： http://www.mcfund.or.jp/ 

「中国ろうきんＮＰＯ寄付システム」の配分団体が決定しました。 

助成金情報 


