
夏休みに入りましたね～！この時期、島根県内でも様々な地域でお祭りや花火など地域イベントが開催され

ます。身近なところでも、子どもの自由研究に役立つワークショップや体験イベントなど盛りだくさん！ 

情報は「島根いきいき広場」に掲載していますので、是非お出かけ前にチェックしてみてくださいね。 

くださいね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P4．島根で頑張る人 
（一社）イワミノチカラ  

伊藤 康丈さん  

136 

 今月の見どころ 

2019.７.20 

第 37回 

P3．助成金・イベント情報 

P2．NPO 法人事務局セミナー(会計・決算)、2019 第五回和
歌募集、地域づくり応援助成事業審査会告知 

 

P1．「地活っちゃんが行く！」 いきいき広場で検索！夏体験
プログラム特集！イベントに参加してみませんか？ 
 

っちゃん
がいく！ 

 

島根いきいき イベント 

もっと知りたい方はこちらから検索！★3 面にもイベント情報あります。  

【対象】3 歳以上（小学生以下は

保護者同伴）【参加費】こども

1000 円大人 1100 円【問合せ】特

定非営利活動法人風の子たき 

手引ケ丘公園風の子楽習館内 

TEL：0853-86-3644 

～自然の川で～ヤマメのつかみ取りを楽しもう！ 
多伎町 

8/24 

（土） 

しまね県民の森 「丸太で椅子作り」 
飯南町 

【場所】島根県立古代出雲歴

史博物館（出雲市大社町）【内

容】令和丁銀づくり（参加費

500 円各回定員 12 名）など。

【問合せ】島根県立古代出雲

歴史博物館 

TEL：0853-53-8600 

 

 

 

 TEL：0854-88-3250 

「島根いきいき広場」第 2第 4水曜日（月 2回） 

メルマガお届けします。ご希望の方は、こちら。 

←簡単！メルマガ登録！ 
https://www.shimane-ikiiki.jp/ 

申込受付： 8/8（木）から一般参加者の電話受付開始 

多伎町奥田儀の宮本川の上流でヤマメのつかみ取り

に挑戦しよう！泳いでいるヤマメを追い込んで…素手

で捕まえれるかな？捕まえたヤマメは、みんなで調理

して食べます！※雨天中止 

 

10：00～13：00 

https://www.shimane-ikiiki.jp/events/4011 

【集合】島根県県民の森木工室

（飯石郡飯南町小田）受付 9:30～

【参加費】500 円  【定員】20 名 

【問合せ】特定非営利活動法人も

りふれ倶楽部 ふるさと森林公園

学習展示館内 

TEL：0852-66-3586 

申込受付：事前に電話でお申込みください。 

https://www.shimane-ikiiki.jp/events/4014 

10：00～15：00 

人気の「しまね県民の森ふれあい講座」8月は、 

「丸太で椅子作り」。間伐材の丸太でミニベンチ風の

椅子を作ります。夏休みの工作として作品を完成さ

せて持ち帰ろう！宿題もできて一石二鳥！？ 

8/25 

（日） 

8/12 

（月） 

【集合】道の駅グリーンロード大

和（美郷町長藤 248-2）【対象】中

学生以上 60 歳以下※足腰、体

力に自信のある方【参加費】800

円（保険代含む）【定員】12 名 

【問合せ】美郷町観光協会 

TEL：0855-75-1330 

10：00～12：00 

https://www.shimane-ikiiki.jp/events/3996 

美郷町 

申込締切： 8月 8日（木）まで 

かの平家の血筋に縁ある「遊那（ゆうな）の滝」。周

辺には言い伝えと共に関連の名称も残っています。

十年後には忘れ去られそうな秘境に行ってみませ

んか？※服装指定有り。雨天中止 

 

大きな岩場が続く清らかな沢を「ヒーローコスプレ滝

マニア」の野田佳文さんがご案内！ 

https://www.shimane-ikiiki.jp/events/4003 

大社町 

7/28 

（日 ）  

） 

夏休み応援企画、石見銀山ワークショップ「令和丁銀

づくり」や、県内外の博物館による体験コーナーで「缶

バッジづくり」「プラバンづくり」など、作って体験し遊べ

る企画が盛りだくさん！  

当日参加可（希望者多数の場合は抽選） 

 

れきはく  夏まつり 

10:00～15：00 

平家ゆかりの滝を目指す沢歩き 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

財団からのお知らせ 

 

7 月からスタートしたセミナーも 2 回目！シリーズ 2 では NPO 会計、決算事務が学べます。 
初めて会計担当者になった方、改めて会計を学び直したい方におすすめです。日常的な会計事務、 
仕訳、記帳方法、決算処理など、会計を担当する上で、最低限知っておきたい知識を基礎から学 
びませんか？今回のテーマのみの受講も大歓迎です♪ 

田舎暮らしはかっこいい！ 
 

今月の和歌    中学の 馴染みのチャイム 風に乗る 三限までに キャベツ植えたり （島根県隠岐の島町 平山明さん） 

                                  第 4 回農業・農村はかっこいい！和歌募集 秀作作品 

＼参加した先輩の声／ 

 和 歌 募 集 

 

 

田舎暮らしのかっこよさを、もっと多くの方に伝え、広めていきたい。そんな思いから、和歌発祥の地 島根
では、「かっこいい！地方（田舎）の暮らし」を詠んだ作品を、全国から募集しています！ 

 

 

NPO 法人事務局セミナー 会計・決算事務編 開催！ 

【応募作品】 

①和歌（短歌）（1 人 3 首まで応募可） 

②アピール文（概ね 200～1,000 字）あなたが詠んだ和歌や、

そのライフスタイルに関するエピソード 

【対象者】 

農林漁業に従事していたり、田舎暮らしに誇りを持っている

方ならどなたでも。例えば…農業研修生、漁師、伝統文化に

携わる若者、地域おこし協力隊、UI ターン者、農山漁村で

暮らす皆さんからのご応募も期待しています！ 

【賞金および賞品】 

最優秀賞 1 点賞金 10 万円、優秀賞 2 点賞金 5 万円、秀作 5

点賞金 1 万円。入賞者 8 名は、島根県での最終発表会にご

招待。その他、島根県の特産品（1 万円相当）を入賞者全員

にプレゼント！ 

＼電卓    をお持ちください／ 
まだまだ募集中！ 

令和元年度 第 1 回地域づくり応援助成事業 

公開プレゼンテーション審査会 
開催日：８/２１（水） 会場：松江テルサ 4 階大会議室（松江市朝日町 478-18） 

 地域課題解決や地域活性化に向け、団体自らが実施する継続的な活動を応援する「地域づくり応援助成事業」

の公開審査会を今年度も開催します。地域づくりに関心のある方、今後助成金の申請をお考えの方など、ど

なたでもご覧いただけますので、ぜひお立ち寄りください！ 

※プログラム、その他詳細は「島根いきいき広場」(https://www.shimane-ikiiki.jp/)に掲載予定。 

ワ ー ク で
NPO 会計
の基本が理
解できた！ 

具 体 的 に
質 問 で き
て、良かっ
た！ 

NPO に独特の会
計費目や処理の
仕方があること
がわかった！ 

 

 
 

9:30～16:30  

 

 

浜田会場 

 
[会  場] いわみぷらっと会議室 

（浜田市相生町 1391‐8） 
[会  場] 島根県出雲合同庁舎 601 
     （出雲市大津町 1139） 

9:30～16:30  

 

 

※午前・午後とも参加の場合は昼食をご用意ください。 

8 月 7 日(水) 出雲会場 

 

8 月 8 日(木) 

定員 

30 名 

 

 

昨年度、最優秀賞を受賞

された島根県知夫村の林

正己さん。ギターと歌で

パフォーマンス♪ 

【最終審査会及び表彰式】 

日時：令和元年 12 月 7 日（土） 

会場：松江テルサ テルサホール 

（松江市朝日町 478‐18 松江駅前） 

※書類審査の上、入賞者のみに最終審査会をご案内。 
 

ご応募は定住財団 ウェブフォームから 

詳細はこちら   

https://www.teiju.or.jp/waka/ 

https://furefure-shimane.jp ウェブフォームから 
詳細はこちら
https://www.shimane-ikiiki.jp/events/3964 

【午前】9:30～12:30 ・NPO 会計 講義内容 

【午後】13:30～16:30・決算事務 
 
  

シリーズ 

2  

参加申込 

入場無料 

出入り自由 

［募集期間］ 

令和元年 

6.14   ～9.20 
※当日消印有効 

金 金 

 



■締 切 日 ：令和元年 7月 31 日(水)当日消印有効  

■対   象：コミュニティー活動する団体（法人格の有無や種類は問

わないが NPO法人等を当面優先する）。 

■対象事業：地域と暮らし・環境・文化・芸術・スポーツなど広く含む

①コミュニティー事業②防災講座・職場体験セミナー等 

■助成内容：総額 1500 万円程度（原則、継続助成団体を含める）、 

助成件数 20～30 件程度 

●問合せ先：(一財) YS市庭コミュニティー財団 事務局 

TEL：03-5770-8822 FAX：03-5770-8820  

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4087 

■締 切 日 ：令和元年 8月 5日(月)必着 

■対   象：市民が主体となって①地域の文化（建造物や遺跡等の

有形、演劇・技術・祭り等の無形文化）を守り継承する

②自然（自然景観や生態系等）を守り継承する③自然

災害からの自然・文化の復興をテーマとするプロジェクト

※応募団体の要件あり 

■支援内容：１）「プロジェクト未来遺産」として登録された活動の顕彰 

登録証の授与、応援金 20万円 2)活動・PR支援 

●問合せ先：(公社)日本ユネスコ協会連盟事務局内 未来遺産運動

事務局 TEL：03-5424-1121 FAX：03-5424-1126 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4084 

■締 切 日 ：令和元年 7月 31日(水)  

■対   象：地域住民や JAの組合員が構成員であるグループ・団

体・非営利法人（農事組合法人、特定非営利活動法人

に限る）※他要件あり。  

■支援内容：①地域活性化に取り組むグループ・団体表彰・副賞 20

万円②地域活性化活動支援・活動費用（飲食を除く）の

2分の 1以内（1団体上限 10万円） 

●問合せ先：島根県農業協同組合（JA しまね）本店ふれあい福祉課 

TEL：0852-35-9003   

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4074 

■締 切 日 ：令和元年 7月 31 日(水)必着 

■対   象：原則として非営利の法人・団体 

■事業内容：①障がい者の福祉向上案件、難病案件、虐待防止案

件を対象。②明確な企画に基づく事業・具体的な計画

を持つ。③推進体制が確立しており自己資金の調達努

力をしている。④先駆的・開拓的事業を優先する。 

■助成金額：1件あたり上限 60万円（総額 700万円以内） 

●問合せ先：(一財)松翁会 事務局 社会福祉事業部助成係 

TEL：03-3201-3225 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4083 

 

 

■締 切 日 ：令和元年 7月 31日(水)必着  

■対   象：国内に拠点を置き、自然・歴史環境の保全活用のため

に、研究や活動を行う非営利団体（適正な運営、会計処

理、情報公開を行っていること。） 

■対象事業：国内ならびに開発途上国の自然・歴史環境の保全活用 

にかかわる活動や研究。 

■助成金額：総額 1500万円程度、助成件数 30件程度 

●問合せ先：みずほ信託銀行株式会社リテール・事業法人業務部 

TEL：03-3274-9210 FAX：03-3274-9504 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4089 

■締 切 日 ：令和元年 7月 31日(水)当日消印有効 

■対  象 ：自然環境保全に係る活動・研究を行う団体・グループ等

（活動の基盤が日本国内であること、原則設立 2年以上

経過し、活動実績のある事。） 

■対象事業：①自然環境保全に資する樹木や草花の植栽②自然環

境保全活動③自然環境保全に資する調査や研究④自

然環境保全に資する教育や諸啓発活動の実施 

■助成金額：総額 900万円程度（予定） 

●問合せ先：(公財)日野自動車グリーンファンド 事務局 

TEL：042-586-5369 FAX：042-586-4923 

         https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4088 

  

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4064 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

松翁会 
2019年度社会福祉助成金 
 

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 ☞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ら ☞ 

 

JA しまね  
地域貢献・地域活性化支援金事業 
 

公益信託  
大成建設自然・歴史環境基金 
 

 
 

日本ユネスコ協会連盟 
プロジェクト未来遺産 2019 

 

日野自動車グリーンファンド 
2019年度助成 

 
 

 

YS市庭コミュニティー財団 
2019年度助成  

 

助成金・イベント情報 

 

中村元記念館「香道体験」 
八束町 

https://www.shimane-ikiiki.jp/events/4015 

室町時代に誕生した三大芸道のひとつ、香道を体験

いただける機会です。貴重な香木の香りを体験してみ

ませんか。 
【場所】中村元記念館講堂（松江

市八束町）【講師】大谷香代子氏 

【参加費】中学生以下 500円・大人

1000 円【定員】30 名 【問合せ】特

定非営利活動法人中村元記念館

東洋思想文化研究所 

TEL：0852-76-9593 

申込締切： 8 月 4日（日）まで 

8/11 

（ 日 ）
  

  

フィンランド国際交流員と歩く 

ノルディックウォーキング 

フィンランド生まれのノルディックウォーキングは、2 本

のポールを使って歩く有酸素運動です。ウォーキングの

後は、国際交流員を囲んで茶話会を行います。 

 

https://www.shimane-ikiiki.jp/events/3997 

【集合】見晴らしの丘公園キララコ

テージセンターハウス 7:00 集合

【参加費】無料 （ポールは貸出し

ます）【問合せ】特定非営利活動法

人出雲フィンランド協会 

TEL：0853-86-2928 

7/27 

（ 土 ）
  

  
10：30～12：00 

コース： 約３km 1 時間程度 ※小雨決行  

7：00～ 

多伎町 



 

 

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♪ 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

                   

  

  

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

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

 

●今月の新設 NPO 法人 

NPO 法人ミライノタネ（津和野町） 

主な活動：地域児童の放課後の活動や子育て世代への学びの

場や情報の提供、イベントの創出等を行い、中山間地域の人

づくり・町づくりに寄与することを目的とする。 

 

 

 

森林教室の様子 

『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。 

 

 

県内 NPO 情報 R1.5.31 現在  

[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： chiiki@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） 28９ 
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“ネットワーク”が財産 

 

主な活動 

平成 25年 5月から石見版オンパク

「いわみん」を開催。その他、事務所

のある江津本町の地域活性化、廃

線となった三江線の活用など、活動

は多岐にわたる。 

 

◆今年も開催！「いわみん 2019秋」 

10月 25日～12月 8日に開催決定！

詳細が決まれば「いわみん」フェイスブッ

ク、ホームページ等でお知らせします！ 
 

 

 

一般社団法人イワミノチカラ 
伊藤 康丈さん 

 石見地域の歴史や文化、食などを体

験できる期間限定の地域体験プログ

ラム「いわみん」。会社や個人など有

志で構成する実行委員会の事務局を

担う伊藤さんは、江津市へ Uターンし

て 7年目を迎える。 

平成 25年からスタートし、これま

で提供したプログラムは 617、総勢

7,880名が参加した。プログラムを提

供するパートナーは昨年は 87団体

（人）にのぼり、「いわみん」がきっ

かけでカルチャースクールを開講し

た人、体験がきっかけで就職に繋がっ

た人など、地域へ及ぼす効果は様々

だ。 

「いわみん」を始めるきっかけの一

つは東京在住時にオンパク※をテレ

ビで見たこと。すぐにでも島根に戻っ

て始めたいと思ったが「東京にいるか

らこそ出来る準備をしてからUターン

しよう」と決め、社会起業や地域コミ

ュニティ活動に関心のある人が集ま

る塾に参加。当初、オンパクの取組み

は儲からないと言われたが、塾の参加

者や協力者というネットワークを島

根に持ち帰ることが出来、今では大き

な財産となっている。 

県内では、食のプログラムを提供し

た団体のお店を活用してイベントを

実施したり、プログラム掲載がきっか 

※「オンパクとは？」 

別府温泉街発祥の交流体験「温泉泊覧

会」の略。小規模な体験交流型プログラム

を一定期間に集中的に開催。現在は全国

で地域活性の手法に取り入れられている 

 

けで地域活動への参加依頼が入った

りし、パートナー同士や地域との連

携も生まれている。事務局が積極的

に働きかけをしている訳ではない

が、プログラムに参加・提供するこ

とで自信がつき、自主的な活動に繋

がり、ネットワークが広がりをみせ

ている。 

これまでの活動を通して感じてい

ることは、年々「いわみん」の信頼

度が増していること。その利点を活

かしてテストマーケティングの場や

地域、行政、教育、福祉分野の人達

にもこの場を活用してほしい、と伊

藤さんは話す。 

今秋の開催に向け忙しい日々が続

くが、伊藤さんの活動はこれだけで

はない。事務所がある天領のまち江

津本町で学校、行政、地域、企業と

連携し、まち歩きやリノベーション

ワークショップ等を開催している。

また江津市から広島県三次市を繋

ぐ、廃線となった JR三江線の活用も

同様だ。 

今後は、ネットワークの中から生

まれた自発的な活動を後押ししつ

つ、イワミノチカラとして「今やる

べきこと、できることは何か」を見

極め、“強み”を活かした新たな事業

展開を模索しているという。今後の

活動に目が離せない。（K） 

 

 

 

←地元高校生による 

リノベーションワークショップ 

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

 昭和 46年島根県江津市生まれ。

立命館大学を卒業後、大手ゲーム

会社に就職。平成 24年島根県ビジ

ネスプランコンテスト受賞をきっかけ

に同年 4月東京より U ターン。地域

おこしを目的とした任意団体「イワミノ

チカラ」を設立、平成 30年法人化。 

 


