
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

P4. 島根で頑張る人（最終回） 
これまでの掲載一覧 
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 今月の見どころ 

2020.４.20 

第 46回 

P3. 助成金・イベント情報 

P2. スタッフ紹介（松江事務局） 
令和 2 年度の地域活動支援課のメンバー紹介 

 

P1.「地活っちゃんが行く！」フレフレしまねに新コーナー 
『しまねソーシャル人材図鑑』をご活用ください！ 

っちゃん
がいく！ 

2020 年 3 月末、地域活動応援サイト「フレフレしまね」に、新コーナーが誕生しました！ 

島根県を舞台に地域課題の解決や地域づくりに取り組む実践者、いわゆる「ソーシャル人材」を紹介します。 

島根で何かを始めたい方、島根の実践者と繋がりたい方、是非ご活用ください。 

ポイント！ 

・島根における地域づくり活動や NPO 活動の盛り上がりが伝わります！ 

・島根で活躍する地域づくり実践者のプロフィールを分かりやすく掲載！ 

・活動エリアや分野別に検索が可能！ 

・「島根で頑張る人」コーナー※と連携しています！ 

 

つながりたい実践者、活動があったら、 

連絡先が公開されている実践者に直接 

連絡してみよう！ 

「しまねソーシャル人材図鑑を見た」と 

告げるとスムーズです。 

※これまで『島根で頑張る人』に掲載してきた 130名の一覧は、4面に紹介しています。 

フレフレしまね 

 

「しまねソーシャル人材図鑑」の入口です。 

 

https://furefure-shimane.jp/social/ 

 

検索結果「ソーシャル人材一覧」 
もっと詳しく！ 

★プロフィール 
★アドバイスできること 
★定住財団との関わり 

 

 

介コーナ 

「絞り込み検索」機能を使って、活動エリア
や分野別に検索できます！ 

 

介コーナ 

「ソーシャル人材」は、 

これからも、サイトに追加更新し

ていきますので、お楽しみに♪ 

 

介コーナ 

 

ソーシャル人材とつながろう！ 
 

①  

②  

③  



 

 

 

しゃぢ 

 

 

 

 

財団からのお知らせ 

今月の和歌    宍道湖の 夕日を背中に ペダル漕ぐ 向かい風には 稲穂の香り  （島根県松江市 木原 奨郷さん） 
                                               第 5回田舎暮らしはかっこいい！和歌募集 優秀賞作品 

 

 

令和 2 年度の地域活動支援課のメンバーです。 
新たなスタッフも加わり、今年度、松江は総勢 10 名で地域の皆様を 
応援していきます！個性光る松江のメンバーを紹介します。 
どうぞよろしくお願いします！ 
（来月号は、石見スタッフの紹介です） 
 

Question１ 自分の性格を一言で分析 
Question２ 最近のストレス解消法は？ 
Question３ この人ってどんな人？ 

 

（③はメンバーからのコメントです） 

 
小笠原 啓太 主任（地域おこし協力隊・関係人口） 

梶谷 和恵 専門スタッフ（地域づくり） 
 
八十 寿江 スタッフ（社会貢献） 

吉留 朋美 スタッフ（地域づくり・社会貢献） 

谷 寛子 スタッフ（社会貢献） 

桃井 太平 スタッフ（しまね田舎ツーリズム） 

板倉 優 主事（地域おこし協力隊） 

①好奇心旺盛。 

だけど、熱しやすく冷めやすい。 
 
②沖縄ソングを聴きながら 

薬草風呂に浸かり、旅気分♪ 
 
③「職場を明るく照らす、 

＂魅惑″の編集者」 

①きっちり整理整頓、自分には  

『まぁ、いいか～』 
 
②通勤時に聴く嵐のＤＶＤ＆ 

スポーツすること 
 
③「ファイル整理が素敵！事務スキル

とランチ企画に間違いなし」 

 

①平和主義 

 
②甘いものを食べる、何かに没頭
する。 

 
③「和やかな空気を創る、 

心配りの達人」 

 

①時々亥年生まれの血が騒ぎます  
 
②空を見る、緑に触れる、文字に

する。 
 
③「安定の対応力！ 

丁寧に寄り添う伴走の鑑」 
 

①アグレッシブ＆見切り発車の 

常習犯！丁寧さがもっと欲しい 
（涙） 

 

②ワインを飲んでべろべろになる。 
 
③「情熱的で多様な視点を持つ、 

国際派」 
 

①色々と思い立つけど、 
飽きっぽい。 

 

②YouTube を見ること 
 
③「言葉選びのセンスが抜群！ 

地域課のゴーストライター」 

①おだやか 
 

②読書、空港に行くこと。 
 
③「細部まできっちり正確！ 

誰もが頼る安心のチェック力」 
 

①おおらかで細かいことは気にし
ない、面倒くさがり。 

 
②スーパーマーケット巡り、猫と
遊ぶ。 

 
③「大胆さと細やかさを併せ持つ、

片付けリーダー」 

①前しか見ていない 
（見えていない） 

 
②何も考えず走ること 
 

③「身軽なフットワークと常に笑顔の
THE＂プレイングマネージャー″」 

①おっちょこちょい・せっかち・ 
わんぱく！ 

 
②美味しいモノを食べる。 
ひたすら喋る。 

 
③「優しさと前向きな姿勢が魅力の
期待のルーキー」 

 

やそ    ひさえ  

ももい    たいへい 

たに    ひろこ 

森山 忍 地域活動支援課長 加納 淳史 主任（地域づくり・社会貢献） 
もりやま   しのぶ かのう    じゅんじ 

前田 彩子 主任（地域おこし協力隊・関係人口）  
まえだ     あやこ おがさわら    けいた  

かじたに     かずえ 

よしどめ    ともみ 

4 月 21 日（西部）、24 日（東部）に予定しておりましたが、新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、 

中止とさせていただきました。参加を予定されていた皆様や関係者の皆様には大変ご迷惑をお掛けしました。 

いたくら    ゆう      

 



■締 切 日：令和 2年 5月 15日(金)必着 

■対    象：地域で高齢者や障害者を対象にした配食サービス事業

を展開するボランティアや民間団体、施設。 

■助成内容：年間 1台の配食サービス車を贈呈。（基本車両:ダイハツ

ハイゼットカーゴ 660cc、ガソリン、2WD、4速 AT、エアコ

ン付き乗車定員 4 人、型式 EBD-S321V-ZQDF、仕様:

ケータリングボックス一式、容器収納コンテナ 8個。） 

●問合せ先：(公財)毎日新聞大阪社会事業団 

TEL：06-6346-1180 FAX：06-6346-8681 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4236 

 

■締 切 日：令和 2年 5月 8日(金)必着  

■対   象：緑化や自然体験などの環境学習活動の実践を通じて、

自然環境の保全と改善について、地域の子供たちの意

識向上を図ることを目的とした事業を行う、日本国内の

保育園、幼稚園、小学校、および NPO法人等の地域活

動団体。 

■助成金額：1件当たり上限 50万円(予算額 500万円) 

●問合せ先：(公財)高原環境財団 

TEL：03-3449-8684 FAX：03-5420-3418 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4241 

■締 切 日：令和 2年 4月 30日(木)当日消印有効 
■対 象：島根県内で平和活動、国際交流などを行う個人や団

体。（対象活動:学校、地域などで平和推進のために行う
行事。児童、生徒、学生などの国際交流活動。平和推進
のための学術研究、書籍出版、講演会、演劇などの公
演、ビデオ制作など。その他平和国際交流に関するこ
と。） 

■助成金額：事業１件当たり上限 30万円 
(対象事業費の 2/3以内の額、千円以下四捨五入) 

●問合せ先：(公財)加納美術振興財団 基金事務局 
TEL：0854-36-0880  
https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4247  

■締 切 日：令和 2年 5月 29日(金) 

■対   象：①社会福祉法人、②公益財団法人・公益社団法人・民

法特例法人(社会福祉事業を行うもの)、③社会福祉事

業を行っているＮＰＯ法人(社会福祉協議会の推薦が必

要)に対し、備品等の購入、施設の設置、増改築及び各

種修繕工事等を助成。 

        ※前年度助成を受けられた法人は申請できません。 

■助成金額：上限 100万円以内(事業費総額の 3/4以内) 

●問合せ先：(社福)島根県共同募金会 事務局 

TEL：0852-32-5977 FAX：0852-32-5978 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4248 

 

■締 切 日：令和 2年 5月 8日(金)当日消印有効 
■対 象：児童養護施設や自立援助ホーム、児童心理治療施設、

母子生活支援施設などの社会的養護の児童福祉施設を
退所し、2020年度 4月に 4年制大学に進学する学生、
または、4年制大学に編入する学生で、退所後も在籍し
ていた施設を通じ、連絡を取ることが可能な状態である
方。 

■助成金額：入学時に 5万円 2年進級時に 5万円  
3年・4年時 10万円 (4 年間で 30万) 

●問合せ先：NPO法人タイガーマスク基金 事務局 
TEL：03-5842-1347 
https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4239 

 

■締 切 日：令和 2年 5月 22日(金)必着 

■対   象：高齢者を主な対象として活動するボランティアグループお 

よび地域共生社会の実現につながる活動を行っている高

齢者中心のボランティアグループに対し、活動において

継続的に使用する用具・機器類の取得資金を助成。 

※その他要件あり 

■助成金額：1グループ当たり上限 10 万円 

●問合せ先：(公財)みずほ教育福祉財団 福祉事業部 

TEL：03-3596-4532 FAX：03-3596-3574 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4220 

■締 切 日：令和 2年 5月 29日(金)当日消印有効 

■対   象：島根県内の民間団体が自主的に行う文化事業。島根県

民が事業の中心であること、一般に開放された事業であ

ることが前提。先駆的、模範的、実験的、創造的な文化

事業を優先的に助成。 

■助成内容：対象経費×1/2以内（10万円以上 5万円単位） 

        ※総事業費 20万円未満の場合、申込になれません。 

●問合せ先：公益信託しまね文化ファンド 事務局 

(公財)しまね文化振興財団 

TEL：0852-22-5500 FAX：0852-22-6412 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4238 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳しい情報は「島根いきいき広場」で検索！ 

加納莞蕾平和国際交流基金 

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 ☞ 

 

タイガーマスク基金「2020年度 
四年制大学進学者への支援制度」  
 
 

第 37 回「老後を豊かにするボラ
ンティア活動資金助成事業」 

高原環境財団「子供たちの環境
学習活動に対する助成事業」 

2020年度しまね文化ファンド 
助成事業 【後期】 

 

毎日新聞大阪社会事業団 
「配食車贈呈事業」 

 

助成金・イベント情報 

 

令和２年度「中央競馬馬主社会 
福祉財団助成事業」 

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

288 

6 

1 

0 

1 

65 

43 

32 

県内 NPO情報 R2.2.29現在  



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♪ 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

                   

  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

 

『島根で頑張る人』のバックナンバーは、 
こちらのサイトでご覧いただけます。 
是非、チェックしてみてください！ 

 

『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きました。 

 

森林教室の様子 

 

[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） 

 
掲載号      団体名      掲載者 

『島根で頑張る人』は、これまで 11 年
にわたって掲載し、100名を超える方に
ご登場いただきましたが、昨年度をもっ
て終了することになりました。 
我々スタッフにとって、各地にお邪魔

させていただき、取材ごとに多くの刺激
と新たな発見があった 11 年でした。取
材にご協力いただいた皆様、コーナーを
楽しみにしてくださった皆様、本当にあ
りがとうございました。次号から新企画
をスタートさせますので、お楽しみにし
ていてください！ 
 

 

来月号からは新コーナー 
「しまねソーシャル人材図鑑」がスタート♪ 

 

※これまで『島根で頑張る人』の記事に記載した

団体名とお名前をそのまま記載しています。 
（敬称略） 

 

2009.5（vol.14）～2020.4（vol.144） 

！ 
 

 

Vol.14 国税庁認定NPO法人緑と水の連絡会議 高橋　泰子

Vol.15 NPO法人おやこ劇場松江センター 竹田　尚子

Vol.16 発達障害児支援サークル「のびのび」 島田　智子

Vol.17 ｙａｓｕｇｉ職人ライフ 小藤　宗相

Vol.18 穂なみネット２１ 渡部　直樹

Vol.19 隠岐自然村 深谷　治

Vol.20 NPO法人しまね子どもセンター 坂本　和子

Vol.21 NPO法人あしぶえ 園山　土筆

Vol.22 NPO法人あいの会 小松原　美幸

Vol.23 NPO法人もりふれ倶楽部 野田　真幹

Vol.24 わたの里もこもこ 和田　幸子　

Vol.25 NPO法人ぽんぽん船 柳楽　好美　

Vol.26 NPO法人陽だまり 高田　恭子　

Vol.27 NPO法人まつえ・まちづくり塾 井ノ上　知子　

Vol.28 美都６０ 小川　律子　

Vol.29 NPO法人ほっと大東 小山　義弘　

Vol.30 NPO法人ほっと・すぺーす21 周藤　八重子　

Vol.31 NPO法人ファミリーサポートホーム　金太郎の家 安食　かをる　

Vol.32 NPO法人浜田おやこ劇場 花田　香　

Vol.33 古志古民家塾 江角　俊則

Vol.34 特定非営利活動法人ぷらっと 池永　綾子

Vol.35 特定非営利活動法人療育センター燦々 佐藤　比登美

Vol.36 子ご美会 矢田　千里

Vol.37 島根大学 毎熊　浩一

Vol.38 アンダンテ２１ 廣兼　義明

Vol.39 NPO法人くらしアトリエ 栂　慈子

Vol.40 NPO法人浜田ライフセービングクラブ 長澤　規史

Vol.41 鵜鷺（うさぎ）げんきな会 安部　勇

Vol.42 エコビレッジかきのきむら 井川　保

Vol.43 NPO法人まごころサービス松江センター 勝部　加代

Vol.44 NPO法人だんだん 本多　美智子

Vol.45 NPO法人コアラッチ 常國　文江

Vol.46 地域自主組織日登の郷 本田　宏

Vol.47 NPO法人しまねコーチズ 溝部　俊也

Vol.48 NPO法人Gassho 佐藤　大典

Vol.49 NPO法人息域スペース　ポコ・ア・ポコ 小川　勉

Vol.50 NPO法人たすけあい平田 熊谷　美和子

Vol.51 たばせ屋 小川　泰昭

Vol.52 NPO法人プレーパークてんとう虫 原　成実

Vol.53 NPO法人明るい農村かわもと 福代　美保

Vol.54 NPO法人ふるさと工房 足立　貴弘

Vol.55 メリーさんの会 山本　友義

Vol.56 樹冠ネットワーク 樋口　千代子

Vol.57 プロジェクトゆうあい 三輪　利春

Vol.58 NPO法人結まーるプラス かわべ　まゆみ

Vol.59 ガキ大将養成委員会 松井　純

Vol.60 浜田を明るく照らし隊 村武　まゆみ

Vol.61 認定NPO法人自然再生センター 徳岡　隆夫

Vol.62 NPO法人やさか風の里 小田　紀代美

Vol.63 佐世だんだん倶楽部 黒崎　寿夫

Vol.64 NPO法人はとぽっぽ 小原　まり子

Vol.65 NPO法人チャイルドラインしまね 高山　幸子

Vol.66 マルシェ高津川コンソーシアム 檜谷　邦茂

Vol.67 NPO法人まちづくりネットワーク島根 柏井　光

Vol.68 NPO法人隠岐しおさい 岡田　智子

Vol.69 NPO法人浜っ子作業所 沖田　和美

Vol.70 波多コミュニティ協議会 森山　緑

Vol.71 瑞穂アジア塾 日高　久志

Vol.72 きっかけバス４７ 村上　尚実

Vol.73 シニアネットはまだ 佐々木　清子

Vol.74 NPO法人松江サードプレイス研究会 中村　和可子

Vol.75 江津市の子どもの社会参加を考える会 仁木　一枝

Vol.76 NPO法人さくらおろち 土山　幸延

Vol.77 NPO法人別府安心ネット 樋ケ　昭義

Vol.78 海士町観光協会 青山　敦士

Vol.79 茅葺の縁 森川　学

Vol.80 NPO法人ふるさとつなぎ 清水　隆矢

Vol.81 NPO法人ウィンズ 和田　智之

Vol.82 眞知子農園 西村　眞知子

Vol.83 NPO法人さぶみの 益成　典子

Vol.84 NPO法人ふれんど 青山　友行

Vol.85 AR・Dream Road 原　ゆかり

Vol.86 風のえんがわ 多田　十誠

Vol.87 NPO法人日本エコビレッジ研究会 召古　裕士

Vol.88 郡山すくすく笑顔の会 金山　峰子

Vol.89 美笑会 秦　恭子

Vol.90 奥出雲ツーリズム 柴田　晶夫

Vol.91 出雲市総合ボランティアセンター 岸　幹人

Vol.92 NPO法人てにゃわず 山谷　裕昭

Vol.93 三光ビル管理（株） 尾﨑　裕一郎

Vol.94 チャレンジショップぢげもん 岡田　都志江

Vol.95 NPO法人かえる倶楽部 山本　富子

Vol.96 NPO法人ちゃいるどりーむ 佐々木　幸恵

Vol.97 夢の音村森の公民館 河野　文影

Vol.98 NPO法人エスペランサ 堀西　雅亮 

Vol.99 益田糸繰り人形保持者会 岡﨑　文宏

Vol.100 （公財）ふるさと島根定住財団 藤原　義光

Vol.101 ログハウスやまぶき 山吹　寛

Vol.102 NPO法人かみいとう 森廣　公一

Vol.103 つがか工房 景山　百合子

Vol.104 里山笑楽校 多久和　厚

Vol.105 NPO法人介護福祉サービスくすもと 安部　才朗・明子

Vol.106 長久まちづくりクラブ 松村　英一

Vol.107 島根ライダーハウスマロン工房 田部　光夫

Vol.108 NPO法人らんぐ・ざーむ 若菜　洋子

Vol.109 青空市ぶなの里 大井　玲子

Vol.110 大代高山会 佐藤　哲朗

Vol.111 NPO法人サポートセンターどりーむ 土江　和世

Vol.112 土江子ども神楽団 楫　義行

Vol.113 島根大学 毎熊　浩一

Vol.114 陽氣な狩人 今田　孝志

Vol.115 特定非営利活動法人らとこんた 前川　昌昭

Vol.116 里山照らし隊 須山　光雄

Vol.117 わっしょい志々会 桐原　敏

Vol.118 NPO法人河南はつらつセンター 安達　征夫

Vol.119 恵美須さんの港町づくり実行委員会 福間　隆

Vol.120 NPO法人てごねっと石見 横田　学

Vol.121 特定非営利活動法人ただも 大塚　一貴

Vol.122 島根県食生活改善推進協議会 宮本　美保子

Vol.123 まいもん工房 中村　一人

Vol.124 特定非営利活動法人里山子ども園わたぼうし 盆子原　拓

Vol.125 ゲストハウス「佃屋」 古川　咲季

Vol.126 合同会社やもり 田口　壽洋

Vol.127 NPO法人出雲まちあそび研究所 田中　寛

Vol.128 大根島の農漁業を考える会 柏木　利徳

Vol.129 蔵庭 戸田　耕一郎

Vol.130 (有)藤本米穀店 藤本　真由

Vol.131 大田市山村留学センター 西嶋　一泰

Vol.132 NPO法人おっちラボ 小俣　健三郎

Vol.133 特定非営利活動法人久米の家 松浦　幸子

Vol.134 特定非営利活動法人中村元記念館東洋思想文化研究所 清水谷　善圭

Vol.135 森と畑と牛と 大石　亘太

Vol.136 一般社団法人イワミノチカラ 伊藤　康丈

Vol.137 合同会社弐百円 森脇　香奈江

Vol.138 Sunday Market CiBO 板倉　布左子

Vol.139 （株）necco 梶谷　美由紀

Vol.140 古代出雲薬草探究会 須田　ひとみ

Vol.141 囲炉裏サロン・田樂荘 白山　洋光・里香

Vol.142 えくぼ 荒木　仁

Vol.143 （株）石見造園 野村　大輔

Vol.144 NPO法人祭プラス 桑谷　謙吾


