
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

 

 
 

P4. しまねソーシャル人材図鑑 
  江角俊則さん 平井千夏さん 
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 今月の見どころ 

2020.12.20 

P3. 助成金・イベント情報 

P2. オンライン開催決定！地域づくりオールスター祭  
NPO 事務局セミナー＆検定 開催！ 

 

P1.「地活っちゃんがいく！」まずはチャレンジ！ 
オンラインイベント運営のすすめ 

第 54回 

っちゃん
がいく！ 

イベントや会議をオンラインで実施したり、参加したりする機会が増えてきました。当財団では、11 月 9 日に

『地域づくり×オンラインイベントの作り方』セミナーをオンライン会議ツール Zoom で開催し、28 名にご参加

いただきました。今回は、その中から、オンラインイベントや会議を運営する上で、円滑に進行するためのポイ

ントや考え方をご紹介します。 

※来月号の「しまねいきいきねっと」はお休みします。次号は令和 3 年 2 月 20 日発行となります。 

講師：西嶋 一泰 氏 

2021 

ポイント①：ファシリテーション（英: facilitation）の考え方 
・リアルでもオンラインでもファシリテーションの基本的な考え方は同じ！ 

ファシリテーション ＝ 話し合いの場をわかりやすく楽しくする 

・笑顔で落ち着いた進行を心がける 

（オンラインは反応が少なく、進行者が不安になりがち） 

 

ポイント②：オンラインイベントの進行の工夫 
・参加者は「聞く」「話す」が適度にあるとよい 

「聞く」：基調講演やゲストトークを集中して聞く 

「話す」：少人数に分かれ参加者同士で話す、チャットに書き込むなど 

・「名前」の変更を上手に使おう 

 参加者の属性把握や会話のきっかけにも。例えば「名前+所属+好きな食べ物」 

・オンラインでもできるアイスブレイク 

 ブレイクアウトルーム機能で少人数に分かれて会話、チャットで自己紹介など 

・全体の流れと時間配分を示しておくと、参加者の安心につながる 

 

ポイント③：オンラインイベントの安心安全な環境づくり 
・Zoom に入れない人への技術的フォロー、トラブル時の参加者への連絡手段確保 

・休憩や画面オフでリフレッシュ、飲み物準備を推奨 

 

 

今回のオールスター祭は 
オンラインで開催します！ 
2面をご覧ください ⇒⇒ 

  
 

オンラインイベントに参加
したことが無い人は、まずは
参加するところから始めて
みよう！次に、仲間内でのオ
ンライン会議を試し、少しず
つ第三者を入れていってみ
よう。無料の小規模イベント
で「失敗」出来る場をつくっ
て、経験値を積むのがおすす
め！場に慣れることが大事
です！ITと仲良くなろう！ 
 

オンラインイベントでは、運営側の役割分担や事前準備がより大切になりま

す！進行役、トラブルや使い方など技術的な部分のサポート役、チャット担

当、ブレイクアウトルームの作成担当、記録や録音担当など、事前に運営体

制を整えておくと安心です。接続テストの時間を事前に設けると、イベント

の際に、参加者がオンライン環境にスムーズに入ることができますよ♪ 



 

 

地域づくりオールスター祭 ２０２１ 

ＮＰＯ事務局セミナー&検定 開催！ 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

【松江会場】 松江テルサ 4 階 大会議室  

【浜田会場】 石見ぷらっと 会議室 

 

   

＼おすすめポイント／

 

今月の和歌  

 

財団からのお知らせ 

こだまする 夕焼け小焼けの 歌にのせ カレーの匂い 足取り軽く （島根県出雲市 西村 鴻一さん） 

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

2 月４日（木）～2 月 6 日（土） ＼オンライン開催決定！／ 

申込締切 

1.25(月) 

 

＼今年は全国一斉開催！／ 

2021 年１月29 日（金）（受付 9:45～開始） 

セミナー参加受講料は 無料 

15：45～16：45 検定  
16：45～17：15 検定解説 

セミナー 検 定 

10：00～11：30 基礎・所轄庁・法務局  
11：30～12：30 休憩 
12：30～14：00 労務 
14：00～15：30 NPO会計 
 

 

申込フォーム 

※詳細はチラシをご覧ください。 

定員 

各会場 

15 名 

※申込締切は開催日の 3 日前まで 

参加したいけど… 

Zooｍを使ったことがない。 

なんとなく、自信がない。 

そもそも設定や操作が 

分からない・・。 

＼Zoom 初めての方も参加できます！／

…。 

今年度の『地域づくりオールスタ―祭』はオンライン会議ツール Zoomを使用して開催します。 

テーマは「踏み出す１歩、新たなチャレンジ」。3日間にわたり、４セッションを用意しています。 

コロナ禍にあっても工夫と努力で新たな取組みを始めた地域団体の事例やお話から、多くのヒント

が得られます。各回 80 名の定員ですので、お早めに関心のある内容を選んで、お申込みください。 

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。1日セミナーで受験内容

を網羅できる内容となっています。事務力向上を目

指す、すべての方におすすめです。 

希望者には、事前の簡単な Zooｍ講習、 

接続テスト等を行いますので、 

安心してご参加いただけます！ 

問合せ 0852－28‐0690 

県内初の「コミュニティ財団」を作った

方々や、地元の資源を活用して、コーラ

やビール作りをした方々など、県内で地

域づくりに取り組む方々にご登壇いただ

きます！ 各セッションのファシリテー

ターとの掛け合いにも注目です。 

過去のオールスター祭の中でも、関心の

高かったテーマを厳選したほか、最近よ

く聞く「関係人口」についても取り上げ

ます！ 

県内の色々な事例が聞けて、活動のヒン

トになること間違いなし！ 

 

OK! 

自宅で、くつろぎながらの視聴、 

気になるセッションだけの参加が可能！ 

ブレイクアウトルームの機能を使った、

オンライン上での座談会もあり、希望者

は自由に参加できます。 

１８：３０～ 
オープニング♪ 

１８：００～ 
【空き家活用】 

１９：５５～ 
【地域資源】 
 

１３：００～ 
【関係人口】第 1 部 

 

１５：００～ 
【関係人口】第 2 部 
 

【地域を支える仕組みづくり】 

どんな人が話すの？ どんな話が聞けるの？ オンラインならでは！ 

詳細ページはこちら。パンフレットの 
ダウンロードできます。 

「寄付者 642人！共感を生んだ
コミュニケーションに学ぶ」 「わが町のキラリ。地域発の事業

づくりと発信について考える」 

「住む？活用する？空き家との 
向き合い方について考える」 

 

「これからの地域の応援団。 
『関係人口』という関わり方・ 
受け入れ方を考える」 

関わりしろを見つける！ 
「事例団体とのフリートーク」 

検定受験料は 1,000 円 

※講師と各会場をオンラインで繋ぎます。参加者は各会場での受講となります。 

島根県内では７回目の

検定実施！初級合格者

は現在 77名です。 



■締 切 日：令和 3年 1月 8日(金)必着 
■対象事業：経済的な困難により学びに課題を抱える子どもたちの意 

欲を高め、学びに取り組む手助けとなる事業において、 
中長期視点で自立的な事業継続・発展を目指す取り組 
みを支援(他要件あり) 

■対   象：経済的困難を抱える子どもの学び支援活動を行っている 
非営利団体。特定非営利活動法人（NPO）、財団法人、 
社団法人、社会福祉法人など 

■助成金額：1団体あたり、最大 3か年で総額 900万円以内 
●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/4447 

■締 切 日：令和 3年 1月 18日(月) 

■対象事業：生物多様性の大切さを伝える活動を応援。生物多様性 

の保全・啓発を目的とした、MY行動宣言につながる以下 

のいずれかに該当する市民参加型プログラム 

①たべる②ふれる③つたえる④まもる⑤えらぶ 

■対   象：NPO法人、一般法人、公益法人、任意団体などの市民

活動団体 

■助成金額：1団体あたり年間上限 50万円（助成金以外の支援有） 

●問合せ先：(公財)パブリックリソース財団  
未来につなぐふるさと基金 事務局 
TEL：03-5540-6256 FAX：03-5540-1030 
https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4444 

■締 切 日：令和 3年 1月 31日(日)当日消印有効 

■対   象：日本国内の中学校に在学し、2021年 3月卒業見込み 

の者で、人物・学力共に優れ、かつ向学心に燃えている 

が、経済上の理由（世帯年収 400万円以内）により、奨 

学援護を希望する者（他要件あり） 

■助成金額：高校における最短修業年限の3年間（36か月）を通じて、 

月額 2万円を支給（返済義務なし）※他の奨学金制度と 

の併用可能 

●問合せ先：(公財)公益推進協会 JL奨学生  

TEL：03-5425-4201 FAX：03-5405-1814 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4439 

■締 切 日：令和 3年 1月 15日(金) 
■対象事業：①島根県の女性たちが自主的・主体的に企画実施する 

事業②一般に開放され、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（参加者を会員に限定し 
た波及効果の少ない事業は対象外） 

■対   象：島根県内の女性たちが中心となって活動している民間
の団体やグループ(他要件あり) 

■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・啓発活動は対象経費 
全額助成(1万円単位で上限 10万円) 

●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/4427 

■締 切 日：令和 3年 1月 13日(水)必着 

■対象事業：今日の住まいとコミュニティに関する多様な社会的課題 

に対応するための助成①地域・コミュニティ活動助成② 

住まい活動助成 

■対   象：営利を目的としない民間団体（特定非営利活動法人、法 

人化されていない任意の団体など）。団体として代表責任 

者が明確であり、会計処理が適切に行われていること。 

■助成金額：1件あたり 120万円 

●問合せ先：(一財)ハウジングアンドコミュニティ財団（助成係）  

TEL：03-6453-9213 FAX：03-6453-9214 

         https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4440 

プラバ光の杜プロジェクト 2020 

今こそ音楽でつながろう ～一緒に未来へ～  

LIVE配信（無観客）での開催となります。配信 URLは NPO法人松江 

音楽協会公式 YouTubeチャンネルをご覧ください。 

■開催日時：令和 2年 12月 26日(土) 17：00～LIVE配信 

■内   容：特別企画バーチャル出演 1000人の大演奏会  

●問合せ先：松江市総合文化センタープラバホール 

（NPO法人松江音楽協会）  

TEL：0852-27-6000 FAX：0852-26-0094 

https://www.shimane-ikiiki.jp/events/4330 

神々の地といわれる出雲国には多くの社寺が存在し、祭礼や神楽など 
特色ある伝統行事を今も見ることができます。本展では日本文化の特 
色の一つである「かざり」について、松江をはじめとした出雲地方にみら 
れる姿を紹介します。 
■開 催 日：令和 2年 12月 4日(金)～令和 3年 2月 7日(日) 
        ※令和 3年 1月 21日(木)休館 
■時   間：8：30～17：00（観覧受付 16：30まで） 
■会   場：松江市立松江歴史館 企画展示室  
■観 覧 料：大人 500円、小・中学生 250円（団体料金あり） 
        ※基本展示とのセット券もあり 
●問合せ先：松江市立松江歴史館 TEL:0852-32-1607 

https://www.shimane-ikiiki.jp/events/4338 

■締 切 日：令和 3年 2月 26日(金)正午 12：00  
■対象事業：日本を代表するジュニアスポーツ選手の育成、また、心 

身ともに健全な青少年の育成に寄与することを目的とす 
る。 

■対   象：【個人】将来、世界大会やオリンピック、パラリンピック出 
場等を目指すアマチュアスポーツ選手（18歳以下） 
【団体】児童、青少年の健全育成の向上を目的とした体 
験活動、および振興に関する事業を積極的に行い、ま 
たは奨励している団体。（共に他要件あり） 

■助成金額：1件あたり上限 300万円 
●問合せ先：(公財)ノエビアグリーン財団  

TEL：03-5568-0305  
https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4451 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年度 経済的困難を抱える 
子どもの学び支援活動 

 

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

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 ☞ 
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住まいとコミュニティづくり活動助成 

2020年度 
ノエビアグリーン財団助成 

 
 

助成金・イベント情報 

 

 ワンダフル・クリスマスタイム 
in プラバ光の杜 

出雲国を彩るかざり 

未来につなぐふるさと基金 

2021年度 JL奨学生募集 

2021年度 
公益信託しまね女性ファンド【前期】 

 
 
 



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♪ 

島根県生まれ。東京から U ターンし、家業の設計事務所
に勤務。2003年に出雲古志古民家塾を設立。築 200 年の
古民家を改修し、ロハスな生活体験から暮らしの豊かさ
を学ぼうと田舎ツーリズムの活動を始めました。古民家
を拠点に建築設計、民泊、山菜料理教室、イスやカトラ
リー作りなどの木工体験等を行っています。出雲の茅葺
き文化の継承を目指し、2019年から「出雲茅葺工務店」
としての活動も開始しました。 
 

江角
え す み

 俊則
としのり

さん（出雲市） 
一級建築士事務所 江角アトリエ 
出雲古志古民家塾 
 

【活動分野】 

地域コミュニティの維持、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、 

人材育成、地域経済への貢献 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

ソーシャル人材を探す 

森林教室の様子 

県内 NPO 情報 R2.10.31 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 

 

発行元 

（しまね県民活動支援センター） 

[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！ 

現在 38 名掲載中 

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

NPO 法人ただもでは「子ども達が戻ってこれる奥出雲を
作る」をミッションに、小・中・高校生を対象とした体
験プログラム事業を実施しています。会社の一連の流れ
を学ぶプログラムやフリーマーケット体験会など、特に
金銭教育に力を入れています。子ども達が様々な選択肢
を知り、チャレンジができるよう、今後は大人も巻き込
んだ活動を展開していきます。また、私自身「島根で学
び、島根で成長した人材になる」を目標に、NPO以外で
も活動を行っています。 
 

平井
ひ ら い

 千夏
ち な つ

さん（奥出雲町） 

特定非営利活動法人ただも 

【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、 

人材育成、地域経済への貢献 

【アドバイスできること】 

・古民家の改修と活用提案 

 

【アドバイスできること】 

・子どもを対象とした新規事業の展開や導入 

方法 

・イベント、行事内の学生ブースの設置、出店 

・奥出雲町内での「こんなことをやってほし 

い！」等の要望への対応 

・SNSやスマートフォンの効果的な使用方法等 

の講義（初心者向け） 

 

●今月の新設NPO法人 
NPO法人出雲多文化共生ネットワーク（出雲市）出雲市に居
住する日本人と外国人に対し、住民が平和で安心して暮らせ
るまちづくりを推進し、多文化共生による不特定かつ多数の
利益増進に寄与することを目的とする。 

全体 ２９２

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 ０

4 しまね社会貢献基金登録団体数 ６９

全体 ４４

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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