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今月の見どころ
P1.「地活っちゃんが行く！」 こんなに簡単！
イベント登録！「島根いきいき広場」活用レポート
P2.成果の導きだし方・理事勉強会本気で理事会改革！・
地域づくり応援助成事業ご案内

P3.助成金・イベント情報
P4.島根で頑張る人
特定非営利活動法人らとこんた
前川 昌昭さん

第 16 回
っちゃん
がいく！
10 月に入り、県内各地で講演会、セミナー、勉強会等のイベントが開催されています。今月は、イベント情報を
手軽に、そしてより効果的に発信するために、サイト「島根いきいき広場」を最大限活用していただく方法をご紹介！
NPO 法人しまね子どもセンター事務局の中田さんが、実際にイベント登録に挑戦してくださいました。
皆さまも是非、ご活用してみてくださいね。

まずはログイン
登録したいイベント情報を用意して、
早速ログインしてみましょう。
ＩＤとパスワードを入力してみてください。

ＩＤ、パスワート忘れた～！

ここで、つまずかれる方もおられるはず。
安心してください！お問い合わせいただければ、
ＩＤとパスワードはメールでお知らせできます。

訂正・変更・確認
さて、どんな仕上がりになっているか、ドキドキです。
公開される状態を見てみましょう。
ここは改行して、
一行空白入れてみようかな？
ｽﾀｯﾌ
『見やすくなりましたね～』

見やすくなって、とても素敵なページになりました。

いざ、イベント情報入力へ
入力時のポイントですが、
「一番目立つのはタイトルなので、ここは大事ですね」
中田さんの仰る通り！
このタイトルは分かりやすいものにするといいですね。
それと画像を添付すると、注目度が上がります。
今回はロゴを使ってバナーも作成しました。
今後も使えそうと喜んでいただきました。
word 文書をそのまま
copy できるんですね～！
これなら簡単だわ。
ｽﾀｯﾌ
『バナーかわいいですね～』

登録・掲載完了です。
意外に簡単でした。
また、やってみたいけど
やり方忘れるかも…
ｽﾀｯﾌ
『大丈夫！分からない事があれば、また
何でも聞いてくださいね。』

お疲れ様でした！
中田さん、ありがとうございました！
（イベント内容は中面に記載）

スタッフがお手伝をさせていただきますので、まずは、お気軽にお問い合わせください！（担当：吉留）

財団からのお知らせ

過去の助成採択団体、
申請予定団体必見！

あなたの団体はどれくらいの価値を社会に対して提供しているかを説明できますか？前回ご好評いただいた成果の
導きだし方ワークショップの第 2 弾を、大田市と出雲市で開催します！「資金がない」
「人がいない」と嘆く前に、
自分たちの事業・活動の目指す成果は何なのか、他団体の事例を参考にしながら、その導きだし方を学びましょう！！

西部会場

東部会場

11 月 11 日（土）13:00～17:00

11 月 12 日（日）13:00～17:00

[会

場] 長久まちづくりセンター
（大田市長久町長久イ 612-1）
[事例団体] 長久まちづくりクラブ
[事例内容] 盆踊り復活で地域が動き出す！

ワークショップ 【第 1 部】13:00～15:00
・成果とは何かを学ぶ～基礎編～
内容
・成果の導きだし方模擬体験

[会

場] 河南はつらつセンター
（出雲市湖陵町三部 610）
[事例団体] ＮＰＯ法人河南はつらつセンター
[事例内容] 若者・高齢者・障がい者の自立をサポート！

【第 2 部】15:00～17:00
・自団体の成果を導きだすワーク
※希望団体のみ

講師は第 1 回に引き続き
石川孔明さんです！
ぜひお申込み
ください♪

理事会を強く育てるために何ができるか、理事会の活用法
を学びます。世代交代の時期を迎え、後継者問題を抱える
団体も必見！ＮＰＯ運営を支える「理事」の基礎を見直し、
今こそ行動する理事に！
ＮＰＯ法人の理事・スタッフはもちろん、地域づくり団体
や行政職員、ボランティア・コーディネーターの皆さまの
ご参加もお待ちしています！

[日時]

参加費

11 月 13 日（月）10:00～16:00

無料

[会場] 松江市市民活動センター401 研修室

※テキスト代別途
1,500 円

[プログラム]

[講師] 川北 秀人氏（IIHOE[人と組織と地球のための国際研究所]
代表）
[使用テキスト]

定員

10:00～事例紹介（認定ＮＰＯ法人自然再生センター）
30 名
1．「ソシオ・マネジメント」創刊号
講義「理事会と理事を生かす・育てる 15 のポイント」
「社会に挑む 5 つの原則、組織を育てる 12 のチカラ」
13:00～グループワーク「理事会と理事を生かす・育てるために」 2．「NPO マネジメント」理事関連記事抜粋版
ポスターセッション、団体ワークなど
「理事会と理事を生かす・育てる 15 のポイント」
16:00 終了予定
※既にお持ちの方は、当日ご持参ください。

地域課題解決や地域活性化に取り組む県内のＮＰＯ法人、民間団体
及びグループ（構成員 5 名以上）
、商業法人の活動を応援します！
申請タイプ

1．公益重視型

2．経済重視型

活動の目的

地域課題の解決、文化コミュニティ、安心安全
の向上のために活動
⇒事業収益は上がりにくいが、寄付等で事業の
継続を図ろうとするもの

経済の域内循環や販路開拓促進等、活力ある地域
づくり活動
⇒事業収益を上げ、地域経済に好影響を与え、人
件費等を捻出しようとするもの

第 1 回実績
助成限度額

2 件採択/2 件申請

1 件採択/4 件申請
50 万円以上 200 万円以下（ただし、対象経費の 2／3 以内）

※申請を検討されている方は、必ず事前に担当までご相談ください。
今月の和歌

目覚め良し夜明けと共に野良に出る天地の間の我は豆粒（熊本県阿蘇市 興呂木和朗さん）
第 2 回農業・農村はかっこいい！和歌募集 秀作作品

助成金・イベント情報

サイト「島根いきいき広場」には助成金・イベント情報が盛りだくさん！
一部を抜粋してお届けします。QR コードはこちら ☞

平成 30 年度福祉助成金
障がい者福祉助成

エネルギア文化・スポーツ財団
平成 30 年度助成事業
■締 切 日：平成 29 年 11 月 20 日（月） 当日消印有効

■締 切 日：平成 29 年 11 月 30 日(木) 当日消印有効

■対象団体：中国地域に所在する文化・スポーツに関する団体が主

■対象事業：福祉施設における会議・講演会・研修・啓発・調査・スポ
ーツ・文化の事業。（波及効果を望める事業を優先）

催し、中国地域在住者が過半数を占める活動で、中国

※平成 31 年 2 月 15 日までに完了する事業

地域内において行う活動を対象とします。（美術・音楽・

■対象団体：障がい者福祉施設、福祉団体

伝統文化・スポーツ）
■助成金額：１件あたり 10～50 万円

■助成金額：1 件あたり 100 万円を上限とする

●問合せ先：（公財）エネルギア文化・スポーツ財団

●問合せ先：（公財）ヤマト福祉財団 助成金事務局
TEL：03-3248-0691

TEL：082-542-3639 FAX 082-542-3644

FAX:03-3542-5165

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/3670

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/3681

セブンイレブン記念財団
2018 年度 環境市民活動助成

平成 29 年度
福祉住宅建築助成

■締 切 日：平成 29 年 11 月 30 日(木) 当日消印有効

■締 切 日：平成 29 年 11 月 30 日（木） 必着

■対象団体：環境をテーマに地域に根ざした活動をしている市民団体

■対象団体：高齢者や障がい者が安心して暮らせる住宅を新築、リフ

■助成内容：お客様が募金をして、地域の環境活動を支援する、市民

ォームした建築主、福祉住宅の住宅改善、改修した建築
主、福祉小規模集合住宅の建築主を支援。

参加の社会貢献の仕組み。（1）「活動助成」（2）「ＮＰＯ

自立強化助成」（3）「緑化植花助成」（4）「清掃助成」の ■対象事業：原則として平成 28 年 12 月以降に工事が完成した物件
■助成金額：1 件あたり 5 万～30 万円
４分野。
●問合せ先：（公財）ノーマライゼーション住宅財団

●問合せ先：（一財）セブン・イレブン記念財団
TEL：03-6238-3872

TEL：011-613-7551

FAX：03-3261-2513

FAX：011-612-8431

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/3688

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/3677

講演会
「乳幼児の育ちとメディア環境」

平成 30 年度
文化の国際交流活動に対する助成

■開催日時：平成 29 年 11 月 12 日（日）

■締 切 日：平成 29 年 11 月 30 日（木）必着

■内

■対象団体：地域における文化の振興の為、音楽・郷土芸能の分野

13:30～15:30

容:スマホ時代の子育て環境、人間の土台をつくる乳幼児の
育ちに必要な環境を今一度考えませんか？

で有意義な国際交流活動を行うアマチュア団体。
※平成 30 年度に実施する事業であること。
■助成金額：１件あたり 50 万円

■講

師：山田眞理子氏（NPO 法人子どもとメディア代表理事）

■会

場：島根県民会館大会議室

■申込方法：電話か FAX にて申込みください。11 月 9 日締切

■助成件数：8～10 件（予定）

■参 加 費：500 円 ※託児無料（申込 11 月 5 日まで）

●問合せ先：（公財）三井住友海上文化財団事務局

●問合せ先：特定非営利活動法人しまね子どもセンター

TEL：03-3562-9523

TEL＆FAX：0852-82-5111

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/3692

https://www.shimane-ikiiki.jp/events/3674

たたらの灯
～光と闇と棚田と空と～

みさと・みちくさ日和 2017 秋

■開催期間：平成 29 年 10 月 14 日（土）～11 月 18 日（土）

■実施期間：平成 29 年 9 月 30 日（土）～12 月 2 日（土）

■内

■内

容:今回で 3 回目になる棚田のライトアップです。去年よりも
3000 本 up の 8000 本の灯りが棚田をやさしく包みます。

■会

場：奥出雲町竹崎 878 追谷地区

■協 力 金：200 円
■点

灯：毎日 17:00～21:00

●主 催 者：たたＲart 実行委員会事務局

容：美郷町の素朴な魅力を詰め込んだ、体験プログラムを、
この秋 21 種類実施します。「そば打ち体験」「小麦の種ま
き体験」「薬草ブレンドティづくり」「まちなか散策」など。

■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：0854-52-1100 (鳥上郵便局・田辺）

TEL：0855-75-1330

https://www.shimane-ikiiki.jp/events/3663

https://www.shimane-ikiiki.jp/events/3657

FAX：0855-75-1260

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

『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。

地域で待っている人のもとへ！
「らとこんた」は、隠岐の言葉で「ら
と（わたしと）こんた（あなた）
」。少子
高齢化の激しい波に打ち付けられてい
る地域の中で踏みとどまり、「わたし」
と「あなた」が共に住みやすい地域をつ
くっていきたい。そんな思いを胸に住民
有志で立ち上げたＮＰＯ法人だ。その理
事長を務める前川さんは、先頭に立って
地域づくりの旗を振り続けている。
１万４千人あまりの人口を持つ隠岐
の島町は、高齢化率が４０％に迫り、独
居高齢者が人口の１割以上を占める。頼
みの公共交通は１日数本のバスのみ。歩
いて買いにいけていた食料品店はどん
どん閉店し、昨年 11 月の時点で、地区
内に一店舗も存在しない無店舗地区は
19 地区に及んでいた。
こうした状況を打開していこうと、ら
とこんたでは無店舗地区へ自ら出向い
て販売する移動販売車の運営を、今春か
ら開始。車内に食品や日用品等約 400 品
目を積んだ移動スーパー「がいならとこ
んた」
（４・９ｔ車）1 台と移動コンビ
ニ「こまいらとこんた」（軽自動車）2
台で、高齢者が待つ地域に向かう。
現在、4 人の常勤スタッフと 1 人のパ
ートスタッフで月曜日から土曜日まで
移動スーパーを営業。3 台の移動販売車
が午前 9 時半から午後 4 時半まで 20～
30 分間隔で地区をまわり、１日あたり
50～60 人程の高齢者が利用している。
それぞれの地区の集会所や神社等に
やってくる移動販売車は、ともすると自
宅に閉じこもりがちになる高齢者世帯
や独居高齢者世帯を、玄関の外へと誘

県内 NPO 情報
1 県内ＮＰＯ法人数

い、地域の人との会話を生み出す。普段
は来ている高齢者の姿が見えないと、誰
彼ともなく「○○さんは今日、どうされ
た？」と声が飛ぶ。ある時には、移動販
売車が訪れた地域で倒れこんだ高齢者
をスタッフが見つけ、自宅まで送ってい
ったこともあるという。買い物弱者への
対策というくくりだけでなく、地域の中
へ定期的に外から移動販売車が入るこ
とによる、ゆるやかなセーフティーネッ
トができつつある。
これらの移動販売事業における運営
特定非営利活動法人らとこんた
まえかわ ま さ あ き
は、決して楽ではない。地域を細かく回
理事長 前川 昌昭さん
れば回るほど、ガソリンなどの経費はか
さむ。小ロットでは仕入れの費用を抑え 1951 年、隠岐郡隠岐の島町生まれ。
ることも難しい。「地域での一歩は血が ㈱ 前 川 商 会 の 代 表 取 締 役 も 務 め 、
出る。誰かが血を出さないといけない。 「隠岐ウェブ商店街」の開設等の地域
覚悟を決めて取り組んだ」と話す前川さ 貢献活動も評価され、2015 年に経済
ん。現在、「事業を継続する体力をつけ 産業省が選定する「がんばる中小企
ていきたい」と、一日当たり１０万円前
業・小規模事業者３００社」に選ばれ
後の売上げを実現している先進例の現
た。座右の銘は［志高清遠］（志を高く
場視察を盛り込んだり、介護用品等ニー
持ち清らかな心で遠大な理想を持っ
ズの高い商品構成を研究して一人あた
りの購入単価を上げる努力をしたりと、 て生きる）。
事業改善に取り組んでいる。
主な活動
そして今後は、自宅の外に出られない
高齢者に向けた移動販売の個別訪問や、
2016 年に発足した「わが町を住みよい
遠方に住む家族に代わって毎週高齢者
町にする懇談会」の参加者がＮＰＯ法人
の安否確認を行い、メールで報告する
「見守り隊」の活動等も本格化させてい 化を宣言し、同年 11 月に発足。隠岐の
島町の活性化、社会的弱者への生活
きたいと意気込む。
休日も何らかの電話が入り、ほとんど 支援等を図る活動を進めている。平成
２８年度地域づくり応援助成事業（事業
じっとしていることがないという前川
さん。
「待っている人がいるから。とに 化支援）採択団体。
かく約束を守ることに一生懸命」
。そう
微笑む前川さんは、今日も走り続ける。(K)
（ ）

▲走る移動スーパーと移動コンビニ

▲車内には食料品や日用品が並ぶ

H29.9.30 現在

全体
内認定
内仮認定

2 新設ＮＰＯ法人数
3 解散ＮＰＯ法人数
4 しまね社会貢献基金登録団体数
だんだん認証レベル 全体
5
取得団体数
内レベル２

284
6
1
0
1
67
41
28

イベントの告知に！助成金
情報の収集に！！「島根い
きいき広場」をぜひご活用
ください。

発行元
[松江事務局]

（しまね県民活動支援センター）
QR コードはこちら

発行元：公益財団法人ふるさと島根定住財団
〒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
[松江事務局]
E-mail： shimane@teiju.or.jp
〒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
[石見事務所]
E-mail：
shimane@teiju.or.jp
〒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
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♪

