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県民活動応援サイト

「島根いきいき広場」

しまね地域ポータルサイト

「だんだん」

紙面大幅リニューアル！

http://shimane.canpan.info/

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

４月１日から
ふたつのサイトが
オープンしました！

NEW!

NEW!

県民、企業、各種団体等の社会貢献活動への参加を
応援するために作られたポータルサイトです。県内の
NPO法人・ボランティア団体を検索したり、ボランティア
の募集や、自分にあったボランティア活動を探すこと
などができます。「一緒に活動する仲間がほしい」「地
域に貢献したい」、といった様々な人・団体が集まり、
つながり、活動を広げていく場所を目指しています。

日本財団公益コミュニティサイトＣＡＮＰＡＮ（カンパン）
のシステムを利用し運営される島根の地域公益ポータ
ルサイトです。県内のNPO法人・地域づくり団体の情報
公開度や組織概要、活動内容を閲覧できます。登録さ
れた団体情報によって助成金申請の一部を省略できる
などのメリットがあります。また、県内の団体が運営する
ＣＡＮＰＡＮブログの新着記事や、全国の企業が発信す
るＣＳＲ（企業の社会的責任）情報がアップされます。

島根県内のＮＰＯ法人やボランティア団体の情報発信・入手を
サポートするふたつのポータルサイトがオープンしました。
まだ立ち上がったばかりでコンテンツも少ないですが、

どんどん活用し活動にお役立てください。

　今月号からレイアウトを一新しました！必要な情報を的確に伝えられる紙面、見て読んで
楽しめる情報紙を目指します。また、来月からは新コーナーも企画中です。
　製作スタッフも替わりましたので試行錯誤しながらの紙面作りとなりますが、地域づくり・
ＮＰＯ活動に役立てるよう一丸となってがんばりますので、今後ともぜひご愛読ください！
より見やすく、より親しみやすく、「しまねいきいきねっと」はさらに進化します！

2009.4.20 発行
Vol.13

地域づくり・NPO活動団体情報紙

松江事務局
松江市朝日町478-18

松江テルサ3F
tel : 0852-28-0690

e-mail : shimane@teiju.or.jp

石見事務所
浜田市相生町1391-8シティパルク浜田2F

石見産業支援センター「いわみぷらっと」内
tel : 0855-25-1600

e-mail : iwami@teiju.or.jp

(しまね県民活動支援センター)



http://www3.ocn.ne.jp/~rang/
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「鳥取・島根広域連携協働事業」
の募集について

県内のイベントや地域づくり・ＮＰＯ活動に
活用できそうな助成金情報を
ピックアップしています。

～5/14

鳥取島根両県共通の地域課題に対し、ＮＰＯ等から
県と協働する事業の企画提案を募集し、両県の行政・
ＮＰＯ等の連携により地域課題の解決を図る実践的
な協働事業を実施する。

○募集団体：島根県
○締切日：平成２１年５月１４日（木）必着
○金額：一事業あたり４００万円を上限とする。
○応募資格者
　鳥取県内のＮＰＯ法人・住民グループと
　島根県内のＮＰＯ等の共同体。ただし、
　島根県内のＮＰＯ等については、しまね
　社会貢献基金の登録団体であること。

詳細を下記ＵＲＬでご確認ください。

問合せ先：島根県 環境生活部 環境生活総務課
　　　　 ＮＰＯ活動推進室
      tel:０８５２－２２－５２６２、５０９６

http://www.pref.shimane.lg.jp/npo/tottori_shimane/h21.html

公益信託しまね文化ファンド
助成事業

5/1～5/31

「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
と認められる事業への助成。

○募集団体：財団法人島根県文化振興財団
○締切日：平成２１年５月１日～５月３１日
○金額：総事業費のおおむね１／２以内
○応募資格
　島根県内の民間団体もしくは個人により行われる
　文化活動、または県外の民間団体・個人により
　島根県内で行われるもの。

詳細を下記ＵＲＬでご確認ください。

問合せ先：島根県環境生活部
　　　　 文化国際課文化振興室内
         公益信託しまね文化ファンド事務局
      tel:０８５２－２２－５５００

http://www.pref.shimane.lg.jp/life/bunka/shinkou/jyosei_jigyo/bunkafund/

第２１回わかば基金 4/1～5/22

地域で活発な福祉活動をすすめている
グループを応援するための助成。法人
格を持っている団体は対象外。ただし
ＮＰＯ法人は対象になります。

○募集団体：ＮＨＫ厚生文化事業団
○締切日：平成２１年４月１日～５月２２日必着
○部門：第一部門：支援金贈呈の部
　　　 第二部門：リサイクルパソコンの部
○金額：第一部門：１グループにつき上限７０万円
　　　 第二部門：１グループにつき、３台まで

詳細を下記ＵＲＬでご確認ください。

問合せ先：社会福祉法人NHK厚生文化事業団
      tel:０３－３４７６－５９５５

　らんぐ・ざーむは、少子化対策として未婚晩婚者達の
交流活動｢手作りのスポーツ交流会｣を毎週土曜日に
開催しています。気楽に参加してみませんか？

場所：　浜田市長沢町神在坂山頂３３４番地３
　　　 らんぐ・ざーむ事務所に隣接｢長沢交流センター｣
日時：　毎週土曜日１３：００～１６：００頃
内容：　みんなでお茶して散会。
　　　 参加者が講師となるヒップホップダンス・卓球・
　　　 手作りボーリング・バドミントン・カラオケなど。
参加費：１，０００円（ジュース・ケーキ代）
服装：　軽装でシューズ
申込：　らんぐ・ざーむホームページへ
                          (携帯検索からも可)

問い合わせ：ＮＰＯ法人らんぐ・ざーむ
　　　　　 〒697-0023 浜田市長沢町334番地3
           tel&fax： 0855-23-4562

http://www.npwo.or.jp/info/2009/post_21.html

助成金&イベント情報助成金&イベント情報

｢手作りのスポーツ交流会｣
NPO法人らんぐ・ざーむ

毎週土曜
13:30～16:00頃



交流サロンご利用案内

交流サロンは、地域づくりグループ・団体などの
打ち合わせや交流の場として利用することができます。

グループでの活動の打ち合わせや他のグループとの交流など
お気軽にご利用ください。

（利用日時等は予約制で受け付けております。）

当財団では県内の地域づくりの拠点として、
松江市と浜田市の２か所に交流サロンを開設しています。
当財団では県内の地域づくりの拠点として、
松江市と浜田市の２か所に交流サロンを開設しています。
当財団では県内の地域づくりの拠点として、
松江市と浜田市の２か所に交流サロンを開設しています。

○利用日時
　　平日９：００～１７：００（要予約）
○利用できる設備
　・会議スペース…会議・交流会・勉強会など
　・パソコンコーナー…インターネット検索や書類作成など
　・印刷機…チラシ等の印刷（印刷用紙は持参してください）
　・紙折機…チラシ等を２つ折り３つ折りにできます。(松江のみ）
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地域課題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、

要請に応じて
地域づくりアドバイザーの

派遣を行います。

地域課題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、

要請に応じて
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法人・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ます。
アドバイザー派遣経費（謝金・旅費）は、規定額を定住財団が負担します。

（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）

○派遣対象者……地域づくりに取り組む民間団体・
ＮＰＯ法人・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ます。
アドバイザー派遣経費（謝金・旅費）は、規定額を定住財団が負担します。

（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）
⇒ふるさと島根定住財団までご連絡ください。

地域づくり
アドバイザー
の派遣を
行っています

専門相談受付中！

当財団職員では対応できない専門的な事柄を
松江事務局・石見事務所にて専門相談員と一緒に解決していただく為のものです。
相談料はかかりませんのでぜひ活用してください！

対　象： 地域づくり・NPO活動団体で営利を目的としない事業内容
時  間： 1団体につき1時間程度,年間に各相談３回程度まで
相談日： 随時受け付けています（申し込み団体と相談員の日程調整後決定します。）
相談員： 会計・税務全般（公認会計士・税理士）
　　　　労務管理全般（社会保険労務士）
        事業運営全般（行政書士）
　　　　　　　　　　　　　　　　⇒ふるさと島根定住財団までご連絡ください。

ふるさと島根定住財団では
NPO活動・地域づくりを行う団体支援の一環として
会計・税務全般・労務管理全般・事業運営全般に関する
「専門相談」を行っています。
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来月は新コーナーを企画中！現地取材などを通してよりアクティブな紙面をお届けします

４月から 定住財団 定住支援課 に新しいスタッフが加わりました！

山口県出身ですが
島根の人と自然にほれ込んで
 Ｉターン？しました。
藤原とふたりで社会貢献活動
や「しまねいきいきねっと」
も担当します。

若い３人に負けないように
頑張ります！
ただし、あまり力を入れすぎて
つまずかないように
気をつけます。
県民いきいき活動支援や
ＵＩターン支援事業を担当します。

この度Ｕターンしてまいりました。
まだまだ知らない島根の魅力を
再発見していきたい
と思います！
地域づくりを担当します。

笑顔が売りのフレッシュマンです！
新スタッフとして
「しまねいきいきねっと」を
盛り上げていきたいと思います♪
皆さんに有益な情報を
届けるよう努めます。
社会貢献活動を担当します。

藤原 石川

陰山大江

藤原 石川

陰山大江

掲載情報募集 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。イベント告知・スタッフ募集
など、なんでもかまいません。情報告知のツールと
して利用してみませんか？
毎月２０日発行ですので１０日ごろまでに、定住財団
まで e-mail,ＦＡＸ,郵送などでご連絡ください。

松江事務局
松江市朝日町478-18

松江テルサ3F
tel : 0852-28-0690

fax : 0852-28-0692
e-mail : shimane@teiju.or.jp

今年度から、当財団の事業として
「社会貢献活動支援事業」がスタートします。
公共性・公益性が特に高く、収益を伴う事業の組み立てが
困難なものを対象に助成を行う制度です。
「①単年型」「②複数年型」の２種類があります。
第１回申請締め切りは平成２１年６月１日です。

「社会貢献活動支援事業」スタート！

①単年型 ②複数年型

対象者 県内の非営利任意団体・ＮＰＯ法人
県内の非営利任意団体・ＮＰＯ法人
（設立２年以上の活動実績があるもの）

助成内容

対象となる経費

・団体の立ち上がりの活動
・新規の活動

・他のモデルとなりうる
　　　　　継続的な活動

・講師、専門家等への謝金・旅費
・消耗品費・備品購入費
・その他必要と認められる経費 等

・講師、専門家等への謝金・旅費
・消耗品費・備品購入費 ・施設整備費
・その他必要と認められる経費 等

助成期間 １年間 ２事業年度以上３年以内

助成限度額 １０万円～４0万円 単年で５０万円～１００万円

助成率 ２／３ ２／３

募集回数 年２回 年１回


