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今月の見どころ
P1.「地活っちゃんが行く！」 始めてみよう！Zoom
オンライン会議ツールお試し勉強会を開催しました！
P2. 地域づくり応援助成金採択団体決定！
ファンドレイジング公開セミナー開催のお知らせ
★ポント★

P3. 助成金・イベント情報
P4. しまねソーシャル人材図鑑
横山茂和さん 梶谷美由紀さん

第 50 回
っちゃん
がいく！
7 月、8 月と 2 回に分けて初心者向けに開催した「Zoom のお試し勉強会」には、松江と浜田の 2 会場で 19 団体
27 名の方にご参加いただきました。今回はそのポイントを少し紹介します。参考にしてみてください♪

★Zoom のミーティングに参加してみよう★
✅まずは URL をクリック
主催者から送られてきた

お役立ちアイテム

Zoom の招待メールの URL を

マイク付きイヤホン

クリック！

あると音がクリアになって
便利。ハウリング(マイク
のトラブルの一種)を防ぐ
（100 円ショップにあり）

✅画面上の「ダウンロード」を
クリック

スピーカーフォン
セミナーや会議など複数人
で 1 台の端末を使う場合

＼Zoom の画面が立ち上がります／

ウェブカメラ

✅ミュートをクリックすると、
マイクの音声を切る状態にできます。

✅参加者をクリックし、

パソコンにウェブカメラが
ついていない場合

表示される名前を変更しよう。

★さらに Zoom のこんな便利機能を使ってみよう★
「ブレークアウトセッション」でグループワークも可能に

通常は大人数の
メインルームから

ホスト側の機能として、複数
のトークルームを設定できま
す。この機能を使えば、「グ
ループワーク」がウェブ上で
もできるようになります。

参加者同士で「画面共有」ができる！
画面共有を使えば、Web 会議の参加者に見せた
い資料を自分のパソコン上で選択できます。
あらかじめ共有したい資料をデスクトップに
用意しておくと便利。

複数のブレークアウトルームで
少人数のグループ分けが可能
ミーティング中の画面下部の「画面共有」
をクリックし、共有したい画面を選択する
Zoom の基本操作については、こちらのサイトを参考にしてみてください
Zoom ホームページ https://zoom.us/jp-jp/meetings.html

財団からのお知らせ

＼おめでとうございます／

地域づくり応援助成金 採択団体決定！
今年度の地域づくり応援助成金の審査会は初めてオンラインでの審
査会となりました。6 事業が採択されましたので、ご紹介します。
地域の皆さま、応援をよろしくお願いします！
地域

団体名

事業名

出雲市

出雲古志古民家塾

出雲茅葺工務店

松江市

加賀まるごと博物館

出雲市

イズモ・アグロブラジル

津和野町

合同会社高津川デザイン工房

松江市

DanDan

地域のライフ・ワークスタイルを発信プロジェクト

特定非営利活動法人

空き家を、かえよう。みんなが集まるこの街の宝へ

ひらた空き家再生舎

プロジェクト

出雲市

加賀まるごと博物館
「どいぐら・ビオトーププロジェクト」
ブラジル農業チャレンジプロジェクト
津和野の観光を「人」の魅力で盛り上げる
マップアプリの開発・運用

しまね地域活動応援サイト「フレフレしまね」では、
これまでに「地域づくり応援助成事業」を活用された
団体さんを掲載していますので、ご覧ください！
https://furefure-shimane.jp/search/

＼NPO・地域団体のための／

ファンドレイジング公開セミナー開催！
令和 2 年 9 月 16 日（水）13：30～
そもそもファンドレイジングって何？（基礎を学ぶ）

堤 大介

氏

ファンドレイジング・コンサルタント
上級ウェブ解析士
1986 年北海道生まれ栃木県育ち
筑波大学第一学群社会学類卒。大学卒業後、2010 年に楽
天株式会社に新卒入社。新規事業開発系部門にて広告企

自団体にあった施策の考え方を学ぶ

画、マーケティング、web ディレクション、事業開発な

ファンドレイジングの計画作り（プランシート）

どに従事し 6 年間勤務。2011 年よりプロボノとして複数

について学ぶ

会社 PubliCo にて、非営利組織の戦略コンサルタントと
して 2 年間従事。2018 年 4 月より株式会社 STYZ に参画

オンライン（Zoom）で行います

し、非営利組織向け寄付プラットフォーム Syncable のサ

※参加者には後日 URL をお送りします

無料

の NPO の支援、立ち上げを経験。2016 年 5 月より株式

ービス開発、コンサルティング部門の立ち上げを行い、

【Web 申込】

2019 年 5 月に公益組織支援のコンサルタントとして独
立。
支援テーマはビジョン・ミッション策定、事業計画立案、
ファンドレイジング、Web マーケティング、ボランティ
アマネジメントなど。

今月の和歌

人生の 全てをかけて 安来節 島根に骨を うずめる覚悟で！ （島根県松江市 野島 優子さん）
第 5 回田舎暮らしはかっこいい！和歌募集パフォーマンス賞作品

助成金・イベント情報

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

第 14 回 未来を強くする
子育てプロジェクト

☞

令和 3 年度花博自然環境助成

■締 切 日：令和 2 年 9 月 4 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
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：スミセイ未来大賞/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/4352

■締 切 日：令和 2 年 9 月 11 日(金)当日消印有効
■対
象：①公益・一般財団法人、公益・一般社団法人②特定非
営利活動法人(NPO)③人格なき社団のうち非収益団体
であって代表者の定めがあるもの。
■助成金額：①調査研究：1 件当たり 100 万円まで（必要費用の 4
分の 3 以内）②活動・行催事：1 件当たり 50 万円まで
（必要費用の 4 分の 3 以内）③復興活動支援：1 件当
たり 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/4374

重い病気を抱える
子どもの学び支援活動助成

大和証券福祉財団
第 27 回 ボランティア活動助成
■締 切 日：令和 2 年 9 月 15 日(火)当日消印有効
■対
象：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（任意団体、NPO 法人、財団
法人、社団法人、大学のボランティアサークル等）
※その他要件あり
■応募課題：①高齢者、障がい児者、子どもへの支援活動及びその
他、社会的意義の高いボランティア活動②地震・豪雨等
による大規模自然災害の被災者支援活動
■助成金額：1 団体当たり上限 30 万円(総額 4,300 万円)
●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/4375

■締 切 日：令和 2 年 9 月 25 日(金)必着
■対
象：下記助成テーマで活動を行っている非営利団体、「助成
決定後の義務・条件」に同意いただける団体
■対象事業：重い病気により長期入院や長期療養をしている子どもの
意欲を高め、学びに取り組む手助けとなる事業を対象と
します。課題解決に向けた問題提起やユニークな視点を
含んだ企画であり、同じ課題に取り組む人たちが参考に
できるモデルとなることが期待できる活動を重視します。
■助成金額：1 件当たり 50～200 万円程度を想定
●問合せ先：(公財)ベネッセこども基金 助成窓口
TEL：04-7137-2570
https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4372

横寺敏夫 患者と家族の支援基金

中国ろうきんＮＰＯ寄付システム
緊急配分(令和 2 年 7 月豪雨災害)

■締 切 日：令和 2 年 9 月 30 日(水)必着
■対
象：療養中の患者さんやご家族のサポートを積極的に行う
団体及び個人
■対象事業：日本国内において実施される活動で、以下のいずれか
を満たしたもの。
①患者さんやご家族に対する様々な支援活動
②その他この基金の目的達成に資する活動
■助成金額：1 事業当たり上限 50 万円
●問合せ先：(公財)公益推進協会 基金事務局
TEL：03-5425-4201 FAX：03-5405-1814
https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4355

■締 切 日：締切は設けず、申請ごとに随時、審査・配分を行う。
■対
象：令和 2 年 7 月豪雨の被災者支援を目的とし、以下の 3
点を満たす活動①災害救助法が適用されている被災地
に対する活動②島根県内に主たる事務所を置く NPO 法
人が直接実施する活動③原則として被災地に赴いて実
施する活動(単なる視察等は除く) ※その他要件あり
■配分額等：１口上限 5 万円(実費精算)×3 団体
●問合せ先：(公財)ふるさと島根定住財団 地域活動支援課
TEL：0852-28-0690 FAX：0852-28-0692
https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4363

島根大学総合博物館アシカル
「大集合！松江・出雲の化石展」

平田本陣記念館 大雲動物園
自宅画室にあらゆる動物を飼い、画業研鑽した平田出身の日本画家、
小村大雲。近所では、この画室を「大雲動物園」とよんで親しみました。
大雲の目でとらえた様々な動物画を展示します。
■会
場：平田本陣記念館(出雲市平田町 515)
■開催期間：令和 2 年 8 月 30 日(日)まで ※火曜休館
■開館時間：9：00～17：00(入館は 16：30 まで)
■入 場 料：一般 600 円 高校生以下無料
●問合せ先：平田本陣記念館
TEL：0853-62-5090 FAX：0853-62-5101
https://www.shimane-ikiiki.jp/events/4273

島根大学は長年の発掘調査によって多くの化石を採集してきました。
松江・出雲の身近な場所で見つかった化石たちをご紹介します。
■会
場：島根大学総合博物館アシカル展示室（松江市西川津町
1060 島根大学松江キャンパス・生物資源科学部３号
館１階）
■開催期間：令和 2 年 9 月 28 日(月)まで
（休館日：日曜日・祝日）
■開館日時：平日・土曜日 10：00～17：00 ※入館無料
●問合せ先：島根大学総合博物館
TEL：0852-32-6496
https://www.shimane-ikiiki.jp/events/4269

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

現在 34 名掲載中

ソーシャル人材を探す
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。

もっと詳しく！

【活動分野】
地域コミュニティの維持、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
よこやま

しげかず

横山

【アドバイスできること】

茂和さん（出雲市）

NPO 法人里の恵み山渓会 理事長
横山食品 代表
埼玉県生まれ。関東から I ターンし、佐田町須佐で
150 年続く豆富店「横山食品」を継承。
2019 年には「里の恵み山渓会」を法人化。佐田町須
佐に解体処理施設「出雲ジビエ工房」が出来ると、施
設内「里山キッチン 須佐屋」でジビエ料理を提供。
「出雲鹿」のブランド発信と、次世代への継承を始
める。

・ジビエ（猪肉、鹿肉等）の解体処理技術、
加工品製造、ガイドラインや流通等について
・ジビエ料理教室
・里山の知識、I ターン向け里山暮らし
・古民家を用いた災害対応シミュレーション

【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、地域経済への貢献

かじたに

梶谷

み ゆ き

美由紀さん（大田市）

株式会社 necco 代表取締役
島根県大田市出身。進学のために上京し、歌や声の仕
事を中心に活動。結婚＆3 人の子どもの出産を経て、
2011 年東日本大震災・福島第一原発事故を機に U ター
ン。2012 年、三瓶山を大好きな異業種異世代女子で構
成される「さんべ女子会」に参加。その有志で
2015 年
合同会社弐百円 代表社員
（株）necco（ねっこ）を設立し、2 代目代表に就任。
「山の駅さんべ」を運営しながら、三瓶の美味しいも
の＆ワクワクを発信しています。

県内 NPO 情報
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【アドバイスできること】
・凸凹を活かしてひとりひとりが活躍できる
組織づくり
・地域の素敵なことを探そう
・味噌づくり

など

発行元

２９０
６
０
２
０
６４
４３
３２

●今月の新設 NPO 法人
NPO 法人シニアプロジェクト（出雲市）
特定非営利活動法人 TOSS 中国中央事務局（邑南町）

（しまね県民活動支援センター）
[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
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♪
https://www.shimane-ikiiki.jp/

