
セミナー参加申込➡➡ 
➡➡今すぐこちらから 

 

 

 今年は、島根県にＮＰＯ法人が誕生して 20 年目を迎える節目の年です。様々な社会課題の解決に取り組むＮＰＯ法

人の活動に、共感や理解を示す支援者も増えています。とはいえ、「寄付はしたいけど、どこに、どうしたらいいのか

分からない」という方も多いはず。そうした方々にも“寄付”を身近に感じていただける機会となるように、12 月の

寄付月間に向けて、今から準備を始めませんか？是非、一緒にしまねで寄付キャンペーンを盛り上げましょう！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P4. 島根で頑張る人 
合同会社弐百円 森脇 香奈江さん  
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 今月の見どころ 

2019.8.20 

第 38回 

P3. 助成金・イベント情報 

P2. NPO 事務力検定開催のお知らせ 
専門家がお悩み解決！「専門相談」随時受付中！  

 

P1.「地活っちゃんが行く！」12 月の寄付月間に向けて
しまねで寄付キャンペーン！今から準備しませんか？ 

 

 

寄付月間って！？ 

っちゃん
がいく！ 

参加料無料 

しまね社会貢献基金 10 周年記念  

「ファンドレイジング合同戦略会議」に参加！ 

１２月の寄付月間に向けて、「公式認定企画」をみんなで考えましょう。 

～Giving December～について 
2015 年 12 月からはじまった全国的な寄付の啓発キャンペーン。

もともと日本では、「歳末たすけあい運動」が定着していたこともあり、

12月の 1 カ月間を様々な寄付について考え、実行していく月にしよ

うと始まり、今年で 5年目を迎える。寄付月間には、沢山の企画（寄

付キャンペーン）が、全国各地で繰り広げられ、多くの参加者に支持

されている。 

 

寄付（ファンドレイジング）に関心のある方ならどなたでもご参加できるセミナーです 

詳細はこちらから http://giving12.jp/ 

まずは、知ることから始めよう！ 

島根県初！となる「公式認定企画」を皆で考えて、申請し、 

実施する予定です♡  

キャンペーンに参加して、一緒に、しまねを盛り上げてください！

どんなキャンペーンにするのか、具体的に話し合う作戦の場、ま

たワークショップの場として、下記のセミナーを企画しています。

是非ご参加お待ちしています。 

 

『寄付月間公式認定企画』に参加しよう！ 
 

10 月 

「寄付月間公式認定企画」とは？？？ 
寄付月間に関連し、趣旨に合致するイベント、シンポジウム、講演会、キ
ャンペーンのこと。※特定の団体が自団体を対象とした寄付募集をする
場合は対象となりません。 
 

 

8 月 第 1回「ファンドレイジング合同戦略会議」 

8月 30日（金）１３：００～ 松江テルサ４階大会議室 

「支援者の参加の機会を創り出す『寄付キャンペーン』の可能性」 

（基調講演 講師：堤 大介氏） 

 

・ＮＰＯの寄付事情、キャンペーン内容の詳細について。 

・実際に寄付集めを実践している団体の生の声が聞けるチャンス！ 

・ファンドレイジングに挑戦したいと思っている方には、特にお薦め。 

詳細▶https://www.shimane-ikiiki.jp/events/4019 

 

第２回「ファンドレイジング合同戦略会議」 

１０月８日（火）１３：００～ 松江テルサ４階大会議室 

１０月9日（水）１３：００～ いわみぷらっと 2階会議室 

（講師：ＣＡＮＰＡＮ 山田 泰久氏） 

 

・社会貢献基金の使い方。 

・寄付キャンペーン参加について。 

・寄付集めに必要な信頼性を高めるには？ 

詳細▶https://www.shimane-ikiiki.jp/events/4037 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

財団からのお知らせ 

 

おすすめ▼専門相談の前にチェックしてみて！ 

今月の和歌    土おこす 父の背中を 追いかけて 駆け出す子らの 長靴踊る （広島県北広島町 山田祥子さん） 

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

 

 

NPO 事務力検定（初級編）開催！ 

  
    

 

 

   

   

 

   

   

   

 

   

   

 
行政書士 中野 俊雄氏 
 

 

特定社会保険労務士 村松 文治氏 

特定社会保険労務士 木村 雄治氏 

 

公認会計士・税理士 福田 龍太氏 

公認会計士・税理士 利弘 健氏 

税理士 近重 勉氏 

 

社会保険労務士・行政書士 虫谷 国博氏 

経営コンサルタント    杉本 和行氏 

専門家がお悩み解決！ 

「専門相談」随時受付中！ 
 

◇「みんなで使おう！ＮＰＯ法人会計基準」 

 http://www.npokaikeikijun.jp/phpbb/  

◇「島根いきいき広場」ＮＰＯ虎の巻 

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

（Ｑ＆Ａ集・ヒント集・レポート集+お役立ち情報）  

 

4分野の専門家に、無料で相談できます！ 

 

 
  

 

お申込み 

◇相談場所は原則当財団事務所（松江事務局または石見事務所） 

◇1団体（人）につき延べ 20時間以内/年（1分野 4回/年まで） 

 

 

 

法人運営 

事業運営      

 

 

労務管理      

 

 

会計・税務  

 

 

経営計画 

商品企画          

 

相談場所は原則当財

団事務所（松江事務

局または石見事務

所） 

1 団体（人）につき

延べ 20 時間以内/年

（1 分野 4 回/年ま

で） 

会計・税務相談員 
1名増えました～！ 

石見地域のみなさまお待たせしました！ 

ご相談ください♪ 
ふるさと島根定住財団では、地域活性化活動や、

社会貢献活動を実施する団体や県民の方を対象

に、公認会計士・税理士、社会保険労務士、行政

書士といった専門家による個別相談を無料で行

っています。まずは、お気軽にお問合せください。 

 

専門相談で一番多い分野は、「会計・税務」相談

です。8 月より浜田市の近重勉先生が相談員とし

て加わりましたので、石見地域の皆様、是非“専

門相談”をご利用ください。 

 

 

 

専門相談の詳細・ 

申請書類はこちらから 

【フレフレしまねサイト内 相談窓口 専門相談】 

★申込書には、相談内容を詳しくご記入ください。 

必要なスキルを身につけ、 
事務力向上をめざします！ 

出雲会場 

 13:30～16:40  

 

  

 

 

直前勉強会とは？   
●これまでの 3回分のセミナー内容の 
ポイント整理と解説！ 

●総復習ができるので、セミナーを 
これまで受けていない方も安心！ 

※申込締切は、各開催日の 3営業日前まで！  

事務力検定とは、NPO法人に必要な、経理・登記・労務・所轄庁手続きなど、多岐にわたる事務手続 
きについて、その理解度を問う日本で唯一の NPO法人事務に関する検定です。これから事務局、スタ
ッフになろうとする方をはじめ、事務力向上を目指す、すべての方におすすめです。 
 
 

出題範囲  

7月～9月に開催の NPO法人事務局セミナー

の講義内容を中心に出題されます。 

9:30～ NPO 法人事務局セミナー 
シリーズ 3（労務） 

13:30～ 直前勉強会 ※要予約 

14:30～ 検定受付開始 
15:00～ 検定説明 
15:10～ 試験（60分） 
16:10～ 自己採点・解説（30 分） 
16:40  終了予定 

13:30～16:40  

 

 

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 月 11 日(水) 9 月 12 日(木) 

スケジュール（各日共通） 

島根県内では 6 回目
の検定実施！ 
初級合格者が 50 名を
超えました！ 

＼NPO検定のおススメ！／ 

①当日その場で採点、解説も
あり、しっかり身につきま
す！ 

②日本財団 CANPAN のウェブ
サイトにて、合格の認証マ
ークが表示されます！ 

③検定合格者には証明書を贈
呈、合格者の集いを 11月開
催予定！ 

定員 30 名 

検定料
1,000円 
（当日支払） 

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/4035 

参加申込（事務局セミナー・検定） 



■締 切 日：令和元年 9 月 13 日(金)消印有効  

■対  象：①公益法人など(財団法人、社団法人)②NPO 法人

③人格なき社団のうち非収益団体で代表者の定め

があるもの 

■助成金額：①調査研究:100 万円まで(必要費用の 4 分の 3 以

内)、②活動・行催事:50 万円まで(必要費用の 4 分

の 3 以内)③復興活動支援:50 万円まで（必要費用の

５分の４以内） 

●問合せ先：(公財)国際花と緑の博覧会記念協会  

TEL：06-6915-4516 FAX：06-6915-4524 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4107 

■締 切 日：令和元年 9 月 30 日(月) 

■対  象：過去 5 年間(平成 27 年 1 月 1 日以降)に、皆さんの

「夢の実現」となった、素敵なイベントや活動(市

民が主体となり公園で実施)。どなたでも応募可。

過去「公園・夢プラン大賞」に応募したイベント

や活動も応募可(入賞・入選プランを除く)。 

■助成金額：最優秀賞‣10 万円ギフト券×1 本、優秀賞‣5 万円

ギフト券×2 本、入選‣1 万円ギフト券×5 本 

●問合せ先：(一財)公園財団「公園・夢プラン大賞」係 

TEL：03-6674-1188 FAX：03-6674-1190 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4114 

■締 切 日：令和元年 8 月 31 日(土)当日消印有効  

■募集内容：「出発・再出発」をテーマに、男女共同参画社会、

多様な人々が生きやすい社会の実現に向けて、次へ

の一歩を踏みだしたい/踏みだした人(踏みだす人

を支援する人・グループも可)の思いやその過程な

どをまとめたレポート  

■表  彰：大賞 1 篇(奨励金 10 万円) 

●問合せ先：(公財)日本女性学習財団 

TEL：03-3434-7575 FAX：03-3434-8082  

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4111 

東日本大震災をはじめ、日本各地の被災地の復興、世界平和を願
い、一緒にキャンドルを灯しましょう。キャンドルアートづくり、
マルシェ、チャリティーステージなど。個人でランタンを購入で
きます。1 個/1,000 円(寄付金込) 
■開催日時：令和元年 8 月 31 日(土)15:30～21:00 ※雨天中止 
■開催場所：松江市宍道総合公園野球場 

(松江市宍道町白石 1405-1) 
■参 加 費：入場無料 ※チャッカマンをご持参ください。 
■主  催：キャンドルナイト in しんじ実行委員会 
●問合せ先：NPO 法人しんじ湖スポーツクラブ 
      TEL：0852-66-8686 
      https://www.shimane-ikiiki.jp/events/4028 

■公 演 日：令和元年 9 月 22 日(日) 

■開演時間：10:30～/14:00～(2 回公演) 

■会  場：しいの実シアター(松江市八雲町平原 481-1) 

■料  金：一般‣2,000 円、U-30‣1,000 円(当日料金各＋500

円)、グループ割 1,500 円(前売りのみ)※3 人以上 

で適用。団体でのご予約も受付中。 

■対象年齢：5 歳以上 

■主  催：認定特定非営利活動法人あしぶえ 

●問合せ先：森の劇場 しいの実シアター 

TEL：0852-54-2400 FAX：0852-54-2411 

https://www.shimane-ikiiki.jp/events/4034 

 

■締 切 日：令和元年 8 月 31 日(土)消印有効 

■募集内容：募集テーマ『認知症』。認知機能低下予防と重度化

防止をテーマにした音楽レクリエーション 

■応募資格：【医療・介護施設部門】【自治体部門】【一般部門】

の個人または団体※応募は 1 個人(1 団体)当り 1 件 

■表  彰：最優秀賞 1 作品(30 万円)、優秀賞若干数(10 万円) 

●問合せ先：毎日企画サービス「音健アワード 2019」事務局 

TEL：03-6265-6814 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4112 

 

 

■締 切 日：令和元年 9 月 15 日(日)当日消印有効  

■応募課題：育児放棄や子どもの虐待防止につながる支援活動 

■応募資格：ボランティア活動を行っているメンバーが 5 名以上

で、かつ営利を目的としない団体※その他要件あり 

■助成金額：上限 50 万円(1 団体あたり)総額 300 万円 

■助成期間：1 団体あたり最大 3 年間 最大助成額(1 団体あたり) 

150 万円※継続支援に際し、毎年、審査を実施 

●問合せ先：(公財)大和証券福祉財団 事務局 

TEL：03-5555-4640 FAX：03-5202-2014 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4113 

■締 切 日：令和元年 9 月 6 日(金)必着 

■対  象：より良い子育て環境づくりに資する活動を行い、成

果を上げている個人・団体(規模は問わないが、子育

て支援に資する諸活動を継続的に行っている。活動

内容が社会的に認められ、ロールモデルとなりうる

もの等、その他要件あり) 

■表  彰：スミセイミライ大賞/100 万円 2 組程度 

      スミセイ未来賞/50 万円 10 組程度 

●問合せ先：「未来を強くする子育てプロジェクト」事務局 

TEL：03-3265-2283 

      https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4104 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

「第 3 回 日本女性学習財団 
未来大賞」レポート募集 

 

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 ☞ 

 

日本音楽健康協会 
音健アワード 2019 

 

大和証券福祉財団 第 2 回 
子ども支援活動助成 

 
 

あしぶえ代表作 
『セロ弾きのゴーシュ』 

 公園・夢プラン大賞 2019 
 「実現した夢」部門 

 

第 13 回 未来を強くする 
子育てプロジェクト 

 
 

令和 2 年度  
花博自然環境助成 

助成金・イベント情報 

 

キャンドル☆ナイト inしんじ 2019 
～つなげよう みんなの祈り～ 

 
 



 

」 

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」

←メルマガ登録はこちらから！ 

 

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
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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

 

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 R1.6.30 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） 28８ 
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笑顔のコミュニケーション 

 

主な活動 
松江市地域おこし協力隊では、地域

の資源発掘からプロデュースまで実

施。玉造温泉に新設されたアンテナ

ショップ「八百万マーケット」の立上げ

も担当した。 

合同会社弐百円では、オンラインシ

ョップを開設し、「八雲いのししフラン

ク」「八雲梅鰹出汁」など 7商品を販

売している。（令和元年 7 月 31 日時点） 

http://nihyakuyen.com/ 

合同会社弐百円 
代表社員 森脇 香奈江さん 

 「松江に今まで無かった。を、おも

しろく！」をテーマに、野生鳥獣肉の

利活用や地域資源を活用した商品開

発などに取り組む合同会社弐百円。松

江市地域おこし協力隊が任期終了後

に設立した法人だ。 

代表社員の1人である森脇さん。浜

田高校卒業後、広島の大学へ進学し、

そのまま管理栄養士としてドラッグ

ストアで13年間勤務。持ち前の笑顔や

好奇心、コミュニケーション能力で顧

客の心を掴み「笑顔の管理栄養士」と

評価された。広島の生活に不自由はな

かったが、島根出身の夫と双子の子ど

もと暮らす中で「いつか島根で」とい

う思いが年々強くなっていった。 

そんな折、引き寄せられるように夫

のふるさと松江市で始まる地域活性

化プロジェクトと出会い、直感とご縁

を信じて移住を決意。協力隊一期生と

して、地域に入り込んで課題に向き合

い走り続ける3年間を過ごした。市内

のアンテナショップ「八百万マーケッ

ト」の立上げ、狩猟免許取得、地域産

品を活用した商品開発などを経験。 

森脇さんの印象を周囲に聞くと「明

るさ」「笑顔」という答えがあがる。

しかし、その裏側で、たくさん悔し涙 

を流すこともあったという。地域に

入り、地域の方々と一緒に活動しよ

うとしたが、初めは関係づくりに苦

労することも。悔しすぎて何度も地

域に通い続けた。勉強もした。そし

て、どんな場面でもいつもの笑顔は

絶やさなかった。森脇さんの本気さ

や人柄が次第に伝わり、徐々に信頼

感が増してくると、頼まれごとが増

えてきた。地域の方々の「やりたい」

「困っている」をサポートすること

が好きで、地域の人との交流が今の

活動の源になっている。 

森脇さんは、合同会社弐百円だけ

でなく、食育インストラクター、マ

ザーズティーチャー、多胎育児サー

クル、ドラマーなど、多様な顔を持

つ。最近では、「いただきますの話」

という物語を地元絵本作家と共同で

製作し、紙芝居の読み聞かせ活動も

開始。紙芝居でも普段の会話でも、

キラキラと光る笑顔で自然体に語る

姿は人を惹きつける。管理栄養士時

代から今に至るまで、どんな立場の

時にも根底にあるのは笑顔のコミュ

ニケーション。目の前の人やその背

景にある想いを大切に、一つ一つへ

の感謝を忘れない森脇さんの周囲に

は、笑顔の人が集まってくる。 

（Ｎ） 

 

▲紙芝居ライブの様子 

 

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

▲協力隊同期佐藤さんと一緒に合同会社を設立 

 

 

 

昭和 56 年島根県浜田市生まれ。

広島女子大学を卒業後、ドラッグス

トアにて管理栄養士として勤務。平

成 28 年 4 月から、松江市地域おこ

し協力隊 1 期生として活動を開始。

現在は、協力隊同期と合同会社弐 
百円を設立して活動中。 


