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 今月の見どころ 

2020.6.20 

第 48回 

P3. 助成金・イベント情報 

P2. 地元で支援の輪を広げよう！！ 
今だから注目したい！クラウドファンディング 

P1.「地活っちゃんが行く！」 
こんな時だからこそ ITの力を最大限に活用しよう！ 

っちゃん
がいく！ 

コロナ禍において生活や仕事の環境に変化が生じ、“テレワーク”、“オンライン”といった言葉も定着してき
たように感じます。しかし、IT の必要性を感じながらも、活用の仕方がわからない、十分に活用できていな
い、という方も多いのでは？そこで今回は、IT 活用の味方となる「テックスープ」を紹介します。 



『FAAVO 島根』は、島根を盛り上げるプロジェクトに特化したクラウドファンディングプラットフォームです。

挑戦者の「島根を盛り上げたい」という想いに共感する支援者をつなげる仕組みです。 

CAMPFIRE（キャンプファイヤー） 

新型コロナウイルスサポートプログラム 
READYFOR（レディーフォー） 

新型コロナウイルス感染症拡大防止活動基金 

 

 

苦境に陥っている地元の飲食店を応援するための基金を立上げたり、寄附やテイクアウトを呼び掛けたりと、身近なところで

も支援の輪は広がっていますね。支援の形は様々ですが、ネットで資金を募るクラウドファンディングを活用される方も増え

ています。代表的なクラウドファンディングサイトの多くが、コロナ支援プロジェクトのサービス手数料を 0％（決済手数料

は別途）にしたり、注目の支援プロジェクト特集や、緊急支援型の基金を立上げたりと、早い時期から積極的な働きかけをし

ています。応援できるプロジェクトが自分の身近にあるかも…。 

 
 
 

しまね社会貢献基金 
 

「フリーテーマ事業」を選ぶと 

新型コロナウイルス感染症対応に寄附できます！ 

https://www.shimane-ikiiki.jp/fund/method.html#method00 

ふるさと島根定住財団が 

しまね社会貢献基金 

令和２年度寄附者設定テーマ事業 

（第２次）募集中！！  

募集 2020 年７月１日（水）まで 

https://www.shimane-ikiiki.jp/news/2989 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

       

 

  

財団からのお知らせ 

今月の和歌       いっぱしの農業女子のいでたちの私の長靴還暦の赤  （山口県光市 瀬戸内 光さん） 
                                               第 5回田舎暮らしはかっこいい！和歌募集 秀作作品 

 

 

感染症拡大防止アクションに支援。（研究・開発、マスク・

医療器具、感染症対応、こども・福祉） 

基金の募集期間：2020 年 7月 2日（木）23時まで 

https://readyfor.jp/projects/covid19-relief-fund 

コロナを乗り越えるべく、立ち向かう事業者・アーティストを

サポートするために生まれたプロジェクト 

2020 年 7 月 31日(金)AM11:59:59 までにエントリー 

https://camp-fire.jp/channels/covid-19-support 

現在、実施中プロジェクト 

https://faavo.jp/shimane/project/4391  

※プロジェクト詳細はページにてご覧ください 

＼pick up／ 

島根県では、新型コロナウイルスに打ち克つため、困難を抱える人・団体を支援するＮＰＯの事業を支援するため 

「しまね社会貢献基金」を活用し、寄附金を受け付けています。このシステムを利用すると、税制上の優遇措置を受け

ることができます！寄附の方法等詳細は、サイトをご確認ください♪ 

また、しまね社会貢献基金登録団体（登録予定団体含む）による地域課題解決の取組をフリーテーマとして募集中です。 

地域に特化したプロジェクトなので、身近なところ

で、どんなプロジェクトが生まれているのか、是非

サイトを覗いてみてください。また、自ら地域を応

援する夢に挑戦してみませんか？ 

 

しまねの活動に“寄附”で参加しませんか？ しまね社会貢献基金登録団体(予定)の方必見▽▽▽ 



■締 切 日：令和 2年 7月 10日(金)17:00 まで  

■対   象：下記の①～③のすべてを満たしている団体 

①西日本地区に所在する団体②特定非営利活動法人

③主として障害者の福祉活動を行う団体※ただし、加

齢に伴う障害者(高齢者)の福祉活動団体は除く 

■助成金額：自動車購入費１件 120万円まで(総額 1,200万円) 

●問合せ先：（公財）SOMPO福祉財団 

TEL：03-3349-9570 FAX：03-5322-5257 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4299  

■締 切 日：令和 2年 6月 30日(火） 

■対   象：全国の民間・公共の各種団体 

■対象事業：緑豊かな都市環境の形成を図ると共に、生活の質の向上

やコミュニティの醸成等に役立つことを願う緑化プラン 

①シンボル・ガーデン部門（都市環境の再生・保全に貢献） 

②ポケット・ガーデン部門(コミュニティや憩いの場を創造） 

■助成金額：①上限 800万円(3件) ②上限 100万円(10件) 

●問合せ先：（公財）都市緑化機構内「緑の環境プラン大賞」事務局 

TEL：03-5216-7191 FAX：03-5216-7195   

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4269 

■締 切 日：令和 2年 6月 30日(火）必着 

■対   象：地域福祉活動を目的とするボランティアグループおよび

NPO (法人格の有無は不問) 

■助成内容：ボランティアグループ等が在宅高齢者または在宅障がい

者等のために福祉活動や文化活動を行うために必要な

費用または機器、機材、備品等を整備するための費用 

■助成金額：1件 10万円～50万円 

●問合せ先：（公財）太陽生命厚生財団 TEL：03-6674-1217 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4265 

■締 切 日：令和 2年 7月 3日(金) 

■対   象：地域住民が自主的に結成し運営している地域活動団

体、または、地域活動団体と積極的に連携して地域づく

りに取り組む企業、商店街、学校等。活動に 2年以上取

り組み、大きな成果をあげて活動している団体。活動範

囲は市区町村地域程度まで。 

■表   彰：内閣総理大臣賞 20万円、内閣官房長官賞 10万円、

総務大臣賞 10万円、主催者賞 5万円(5件) 

●問合せ先：（公財）あしたの日本を創る協会  

TEL：03-6240-0778 FAX：03-6240-0779  

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4287 

■締 切 日：令和 2年 7月 10日(金)消印有効 

■対   象：令和 2年 11月 1日～令和 3年 10月 31日に日本国

内で行われるクラシック音楽を主体とする演奏活動、音楽

普及活動等(プロ・アマ・国籍は問わない)。収益金を寄付

する目的のチャリティ公演、助成金で全活動を運営するこ

とを目的にした企画は対象外。 

■助成金額：年間助成金総額 1,000 万円(予定)  

●問合せ先：サントリー芸術財団「音楽復興祈念賞」事務局 

TEL：03-3582-1355 FAX：03-3582-1350 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4300  

 

■締 切 日：令和 2年 7月 10日(金)当日消印有効 

■対   象：社会福祉法人、特定非営利活動法人等の非営利法人

及び任意団体等又は研究グループ(5 人以上で構成)と

し、営利法人と個人は除く。 

■対象事業：障害児者に関する事業及び研究 

■助成金額：事業(研究)総額の 90％以内。且つ、事業助成:20万円

以上 100万円を限度、研究助成:100万円を限度 

●問合せ先：（公財）みずほ福祉助成財団 

TEL：03-3596-5633 FAX：03-3597-2137 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4298 

 

■締 切 日：令和 2年 7月 15日(水)当日消印有効  

■対象事業：島根県の女性たちが自主的・主体的に企画実施する事

業、一般に開放され、地域への影響力が大きくネットワ

ークの広がりが見込める事業 

■助成金額：1万円単位で上限 50万円（対象経費の 2/3 を助成）

※男女共同参画社会づくりの普及・啓発活動は、１万円

単位で上限 10万円（対象経費全額を助成） 

●問合せ先：(公財)しまね女性センター 

TEL：0854-84-5514 FAX：0854-84-5589 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4290 

■締 切 日：令和 2年 7月 31日(金)17:00必着 

■対象事業：①被災地で心のケアのための“傾聴ボランティア”として

活動をしている団体②被災地から避難を余儀なくされた

方々を対象に、心のケアのための“傾聴ボランティア” 

として活動をしている団体※応募に地元社会福祉協議

会の推薦を得ること、活動実績 1年以上の他条件有り 

■助成金額：上限 50万円/年(最長 3年間)  

●問合せ先：(公財)ユニベール財団 

TEL：03-3350-9002 FAX：03-3350-9008 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4301 

    

 

助成金・イベント情報 

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

みずほ福祉助成財団  
社会福祉助成 

SOMPO福祉財団 
自動車購入費助成 

 
 

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 ☞ 

 

太陽生命厚生財団 事業助成 
 

第 31回 緑の環境プラン大賞 
 

令和 2年度  
あしたのまち・くらしづくり活動賞 

 
 

第 9回  ウィーン・フィル＆ 
サントリー 音楽復興祈念賞 

 
 

特定活動助成 
自然災害支援プログラム 

2020年度 公益信託 
しまね女性ファンド助成事業 



Facebook も日々更新中！ 

しまね県民活動支援センター

で検索してみてください♪ 

西嶋
にしじま

 一
かず

泰
ひろ

さん（大田市） 

フリーランス 

【活動分野】 

地域資源の活用、移住・交流の促進 

地域の付加価値を高める、人材育成 

 

2017 年隠岐の島町へ移住し、地域おこし協力隊にな
る。任期中に個人事業主として【Danaの家】を開業。
現在は、「心地よい暮らしを作るお手伝いをしたい」と
いう想いからヨガとアーユルヴェーダの知恵を伝え
る活動をメインに、隠岐地区の地域おこし協力隊サポ
ート業務も行っている。今後は、布施でのヨガリトリ
ートの開催や島暮らしに憧れる方の“しあわせな移
住”を叶えるサポートも。 

東京出身の民俗学者。2016年大田市地域おこし協力
隊として移住。大田市教育魅力化コーディネーター
山村留学担当として現在も活動中。この他、Web サ
イト制作、チラシ制作、冊子制作、ネット配信等も
展開。また、毎年東京で祭や地域にまつわるトーク
イベントを開催するなど幅広く活動。 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

                   

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

【アドバイスできること】 

・ヨガとアーユルヴェーダ流の心身の 

整え方 

・地域おこし協力隊関連（応募前・着任後 

の注意点/ モチベーションの保ち方/地域 

おこし協力隊の基本など） 

 

ソーシャル人材を探す 

 
森林教室の様子 

県内 NPO 情報 R2.4.30 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 

月 2,000人を集客する山奥のうど
んな店 

発行元 

（しまね県民活動支援センター） 

しまね地域応援サイト「フレフレしまね」では、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、「ソーシャル人

材」を紹介しています！このコーナーでは、サイトの中から何人

かをピックアップして紹介していきます。 

 

五十嵐
い が ら し

 杏
あ

美
み

さん（隠岐の島町）

泊まれるヨガ屋 Danaの家 

 

 

合同会社弐百円 代表社員 

 

【アドバイスできること】 

・調査研究系（歴史民俗調査、伝統文化 

活用） 

・情報発信系（記事制作・動画制作・ 

SNS活用） 

・講演講座系 

【活動分野】 

地域資源の活用、移住・交流の促進、 

地域の付加価値を高める、人材育成 

●今月の新設 NPO 法人  
特定非営利活動法人スペース（松江市）不登校、登校
渋り、引きこもり、発達障害、発達凸凹等の子供たち
に対し、もう一つの学びの場と機会を提供し、子供た
ちが、多様な教育と文化を学び、それぞれの生き方を
自ら創造する支援を目指す。 

もっと詳しく！ 

現在 28名掲載中 

全体 ２９０

内認定 ６

内特例認定 ０

2 新設ＮＰＯ法人数 1

3 解散ＮＰＯ法人数 １

4 しまね社会貢献基金登録団体数 ６４

全体 ４３

内レベル２ ３２

1 県内ＮＰＯ法人数

5
だんだん認証レベル
取得団体数

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