
ふるさと島根定住財団では… 

新たな取り組みを始めると、困りごとや大変なこともありますが、新たな支援者やヒントが 
得られるチャンスにもなります！ 

▲松江音楽協会 
公式 YouTube 
チャンネル 

ホームページを開設！ ＆ ネットショップで販売を開始！ 

▲ひだまり 
ホームページ 

▲カタヤマさん 
ツイッター 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

P4. しまねソーシャル人材図鑑 
  濱田達雄さん 曽我瞭さん 

150 

 今月の見どころ 

2020.9.20 

第 51回 

P3. 助成金・イベント情報 

P2. 地域おこし協力隊ページオープン！ 
ファンドレイジング公開セミナー開催しました！ 
 

P1.「地活っちゃんが行く！」  
始まっています！県内各地で新たな挑戦 

っちゃん
がいく！ 

新型コロナウイルス感染症の影響で、「新しい生活様式」を実践しながら、活動をどのように継続していく
か、悩まれている団体も多いのでは？終息時期が見えない中で、新たなチャレンジを行っている団体も増
えつつあります。その中から、ほんの一部ですが、取り組みをご紹介します。参考にしてみてください♪ 

公式 YouTubeチャンネルを開設！ &  
LIVE配信&Web会議用機材の貸出サービスを開始！ 

障がい者を対象とした就労継続支援 B 型の事業所の運営を行っている特定非営利活動法人
ひだまり（松江市玉湯町）。地元の神社のお守り製作が収益の柱だったが、観光客が激減す
ると、売上が例年の 10 分の 1 まで落ち込んだ。そこで、お守りの縫製技術を活かし、使
いやすさとデザインにこだわったマスクを商品開発。その販売の場として、ホームページ
とネットショップ「Sunny Spot」を立ち上げた。  

松江市総合文化センター（プラバホール）の運営を行っている NPO 法人松江音楽協会（松
江市西津田）。コンサートが中止や延期になる中で、「音楽を通じて、皆さんに元気になっ
てもらえるようなことが何かできないか」と公式 YouTube チャンネルを開設し、家庭で楽
しんでもらえるコンテンツ（親子で歌って踊れる「しまうまおやこ」、地域で活動する演
奏家の演奏など）を配信中。また、LIVE 配信や Web 会議用機材の貸出サービスをスター
ト。松江市総合文化センターを利用する際、有料で利用することができる。 

オンラインワークショップ開催！ 
昨年、地域おこし協力隊として津和野町へ赴任したカタヤマハルカさん。地元の団体や茶
舗とともに、名物の「ざら茶」などを取り入れた、オリジナルのブレンド茶を作るワーク
ショップを実施してきた。リアルの場で集まることが難しい中、参加者へ事前にキットを
送るなど工夫して、オンラインのお茶会をこれまでに 2 回実施。お茶やハーブの特徴や効
能を学び味わい、参加者がからだに向き合う時間をもっている。カタヤマさんのツイッタ
ー「おチャと津和野」では、お茶と暮らす津和野の日々を発信している。  

●「専門相談・アドバイザー派遣」をオンラインでも随時受付中！   

●「地域づくり×オンラインイベントの作り方」セミナーを zoom で 

開催します！ 詳細はチラシをご覧ください。 

  

 
 

  



 今月の和歌  

 

＼フレフレしまねに新ページ！／ 

＼NPO・地域団体のための／ 

ソーシャル人材図鑑にも 
地域おこし協力隊員、OB・ 

OGの方がいらっしゃい 
ます！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財団からのお知らせ 

幾重にも ハレの日ケの日 記憶する 古き家にて 暮らし継ぎゆく  （宮崎県都城市 池田 ゆかりさん） 

                                    第 5回田舎暮らしはかっこいい！和歌募集 秀作作品 

「地域おこし協力隊」についてご存知でしょう

か？島根県内で活躍している地域おこし協力隊

員は、現在約 160名。 

このページでは、これから地域おこし協力隊に

なろうとしている方、また県内で地域おこし協

力隊として活動されている方へ向けた情報を発

信していきますので、ぜひご覧ください！ 

地域おこし協力隊ページオープン！ 

ファンドレイジング公開セミナー開催しました！ 

 

 

【ポイント①】 

年 1回発行している広報紙「島根おこすジャー

ナル」を、バックナンバー含め掲載しています。

（最新号は 9月末発行です。お楽しみに！） 

【ポイント②】 

県内の地域おこし協力隊募集情報も掲載して

います。これから地域おこし協力隊になろうと

している方に見ていただきたい情報を発信し

ています！ 

フレフレしまねHPから地域おこ

し協力隊ページをご覧ください。 

          ▶ ▶ ▶ 

地域おこし協力隊に関わる方だけでなく、地域

の皆さんにも楽しんでご覧いただけるページに

なっています！ 

まずは地域おこし協力隊のことについて、たく

さんの方に知っていただければと思います。 

 

今年度はオンラインでの開催になりましたが、昨年度に引き続き講師に堤大介氏を迎え、セミナーを開

催しました。今後は本セミナーに参加され、ファンドレイジングにチャレンジする団体さんと連続型セ

ミナーを通し、実際に行動を起こすための計画作りや準備など学んでいきます！ 

 

【ポイント③】 

地域おこし協力隊員、OB・OGによる「しまね

協力隊ネットワーク」をはじめとしたサポート

機関の情報や、イベント情報など、現在活躍中

の隊員の皆さまにも活用いただきたい情報を

発信しています！ 



■締 切 日：令和 2年 9月 30日（水） 消印有効  

■助成対象：社団法人、財団法人、社会福祉法人、NPO法人、地方

公共団体等で社会福祉・社会奉仕に寄与する活動を行

っている、営利を目的としない団体(法人) 

■助成内容：車椅子のままで乗降可能なスロープ付き「ミニバン」また

は、施設利用者の送迎用に使用する「8人乗りミニバン

車」のどちらか。(納入は令和 3年 3月を予定)  

●問合せ先：(公財)ALSOKありがとう運動財団 事務局 

E-mail：arigatou@alsok.co.jp  

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4362 

■締 切 日：令和 2年 10月 18日（日） 当日消印有効 

■助成対象：営利を目的としない市民活動団体(法人格の有無や種

類は問わない)。地域の水環境や生物多様性の保全・再

生につながる実践活動、スタートアップ・ステップアップを

めざす市民団体の活動。 

■助成金額：１件あたり 80万円を上限/年×3年（最大 240万円） 

●問合せ先：TOTO株式会社 総務部総務第一グループ 

TEL：093-951-2224 FAX：093-951-2718 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4385 

■締 切 日：令和 2年 9月 30 日（水） 必着  

■助成対象：自立援助ホーム・子どもシェルターで暮らしている、または

暮らしたことがある 29歳まで（申し込み時点）の人 

■助成内容：①就学金：高校や高等専修学校での在学期間中、半年

ごとに 12万円②資格取得金：資格取得のためにかかった

費用の実費を一人最大 15万円給付※返済不要 

●問合せ先：まなび応援金 事務局 

TEL：03-6458-9120 FAX：03-6458-9121 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4358 

■締 切 日：令和 2年 10月 2日（金） 必着  

■助成対象：国内で活動するがん患者会、がん患者やその家族を支

援するグループ(医療機関内の患者会等を含む)  

■助成内容：がん患者を支援する団体が主体となり取り組む事業（相

談窓口の開設、小冊子の発行、シンポジウムの開催、イ

ンターネットによる情報発信など企画運営など）  

■助成金額：1団体あたり 50万円以下 

●問合せ先：(公財)正力厚生会 事務局 

TEL：03-3216-7122 FAX：03-3216-8676  

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4356 

■締 切 日：令和 2年 10月 9 日（金） 17:00  

■助成対象：社会福祉分野で活動し、認定 NPO法人の取得を計画し

ている特定非営利活動法人 

■助成内容：「認定 NPO法人」の取得に関する費用であれば使途は

問いません。(会合費・人件費・器材費・その他等)  

■助成金額：1団体あたり 30万円(総額 450万円を予定) 

●問合せ先：（公財）SOMPO福祉財団 事務局 

TEL：03-3349-9570 FAX：03-5322-5257 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4384 

■締 切 日：令和 2年 10月 30日（金） 当日消印有効  

■助成対象：非営利団体・個人ほか。現代アートのもつメッセージ性を

軸としながら、地域住民や行政と協働して、その土地の

独自性を生かした地域文化の振興に資する事業※助成

対象内容の要件あり 

■助成金額：1団体あたり 300万円を上限(10～15件程度予定) 

●問合せ先：（公財）福武財団 「アートによる地域振興助成」 

TEL：087-892-4455 FAX 087-892-2022 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4386 

全編サイレントで展開されるマジックパフォーマンス！パントマイムをベ

ースにスライハンドマジックからイリュージョンマジックまで取り入れた見

どころ満載！想像力で観るコメディマジックです。(上演 70分) 

■開 催 日：令和 2年 10月 24日（土） 開演 17:00(開場 16:30) 

■会  場：プラバ大ホール 

■参加方法：一般券で参加：2,600 円、入会して参加：月会費 1,300

円・入会金 500 円（※入会後は 3 ヶ月以上の在籍） 

●問合せ先：NPO法人おやこ劇場松江センター 

TEL/FAX：0852-22-4937（9:30～17:30） 

https://www.shimane-ikiiki.jp/events/4286 

■締 切 日：令和 2年 10月 21 日（水） 当日消印有効 

■助成対象：環境活動を行っている国内の NPO法人・一般社団法人 

・任意団体。地域住民が主体的に行う活動※他条件有 

■助成内容：【花と緑の助成】緑と花咲く街並みをつくる活動の活動資

金を 1年間支援：50万円を上限 

【清掃助成】ごみのない環境をつくる活動の活動資金を

1年間支援：30万円を上限※重複申請可 

●問合せ先：(一財)セブン-イレブン記念財団 

TEL：03-6238-3872 FAX：03-3261-2513 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4392 

   

 

 

 

 

   

  

今月のキーワード 

「役員」  

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

ALSOK ありがとう運動財団 
福祉車両の寄贈 

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 ☞ 

 

 

NPO基盤強化資金助成  
認定 NPO法人取得資金助成 
 

第１6回  
TOTO水環境基金 

自立援助ホーム・シェルター 
まなび応援金 

公益財団法人正力厚生会 
2021年度助成 

助成金・イベント情報 

 

アートによる地域振興助成 ジン・マサフスキーの 
サイレント・コメディー・マジック 

2021年度 環境市民活動助成  
「花と緑の助成」・「清掃助成」 



奥出雲町生まれ。2016年、奥出雲町の地域おこし協力
隊として Uターン。協力隊の同期と不動産会社を設立
し、不動産売買・賃貸・管理、リノベーションや民泊
支援、イベントの企画運営を行っている。 
2019 年からは、（一社）しまね協力隊ネットワークの
理事として、協力隊のサポートも。現在は奥出雲（不
動産屋）、松江（行政書士）の 2拠点で活動中。 

県内 NPO 情報 R2.7.31 現在 

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♪ 

濱田
は ま だ

 達雄
た つ お

さん（奥出雲町） 

株式会社 OKU-Reno. 代表取締役   
濱田行政書士事務所 代表 

【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、社会的弱者への支援、 

地域の付加価値を高める、地域経済への貢献 

千葉県市原市生まれ。2017年、川本町に地域おこし
協力隊として Iターン。観光協会で、主に情報発信分
野を担当し、パンフレットや Webサイト、各種 SNSな
どのリニューアルを行う。 
個人事業主としても、カフェオーナーのほか、フォト
グラファーや DIYリフォームアドバイザー、BBQイン
ストラクターなどマルチに活動中。 

●今月の新設 NPO 法人 
特定非営利活動法人 KEYS（松江市） 

特定非営利活動法人ハンドコネクト（松江市） 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

                   

  

 

 

 

         

  

 
 

  

ソーシャル人材を探す 

森林教室の様子 

月 2,000人を集客する山奥のうど
んな店 

 

[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 

 

発行元 

[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 

（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。 

 

【アドバイスできること】 

・起業・創業 

・各種許認可について 

・不動産取引 

・空き家活用 

もっと詳しく！ 

現在 35名掲載中 

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

【アドバイスできること】 

・キャリア（移住・定住、就職、起業など）

に関する相談やサポート 

・イベントの企画運営 

・写真撮影（ ） 

・地域づくり（ ）

に関する講演や執筆 

【活動分野】 

地域コミュニティの維持、地域資源の活用、 

社会的弱者への支援、人材育成 

曽我
そ が

 瞭
りょう

さん（川本町） 

カフェ Irohaco オーナー  
弓市リノベーションプロジェクト 代表 

 

 

 

合同会社弐百円 代表社員 

全体 ２９１

内認定 ６

内特例認定 ０

2 新設ＮＰＯ法人数 ２

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 ４５

内レベル２ ３４

1 県内ＮＰＯ法人数

5
だんだん認証レベル
取得団体数
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