
  

 https://furefure-shimane.jp/support/seminar/report-allstar2021.html 

 

≪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≫ 
出雲 SPICE LAB. 山田健太郎さん 
（株）石見麦酒 山口厳雄さん 

「はじめてつくるスパイスカレー」 

「『乗り越えられない壁はない。』と、決意すること」 

 

≪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。≫ 
NPO法人江の川鐵道（邑南町） 
伊野地区自治協会（出雲市） 
NPO法人かみいとう（松江市） 

「運転が上手くなり、乗客の方により楽しんでいただけ

るように」「三江線ノスタルジックレールパーク」「出    

会     いふれあい上意東」「何かお返しをしたい」「ご

縁はお互いさま」「関係人口＝ファン、ファンをつくる！」 

≪住む？活用する？空き家との向き合い方について考える≫ 

オクリノ不動産 濱田達雄さん 糸賀夏樹さん  
弓市リノベーションプロジェクト 曽我瞭さん 

「地域の問題に目を背けないこと」 

「まちを面白がる人を増やすこと」 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪寄付者 642人！共感を生んだコミュニケーションに学ぶ≫ 

（公財）うんなんコミュニティ財団 郷原剛志さん 村上尚実さん 

 

「踏み出した貴方は一人じゃない。伴走、後押者は必ず

いる！」 

「参加方法を多様に！！」 

P4. しまねソーシャル人材図鑑 
  岸幹人さん 田口壽洋さん 
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 今月の見どころ 
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P3. 助成金・イベント情報 

P2. ファンドレイジング連続セミナー最終回終了！ 
NPO 事務局セミナー＆検定 開催しました！ 

 

P1.「地活っちゃんがいく！」 

地域づくりオールスター祭を開催しました！ 

第 55回 

っちゃん
がいく！ 

2 月 4 日から 3 日間、オンラインで「地域づくりオールスター祭」を開催しました。のべ 258 名の方に参加
いただき、どのセッションも大盛況でした。発表者の皆さんからいただいた「踏み出す 1 歩新たなチャレン
ジ」を紹介します。アーカイブ配信を行いますので、その言葉の深い意味は動画をご覧ください。 

2021 

    

    

地域を支える仕組みづくり 空き家活用 

地域資源 関係人口 

https://youtu.be/4ClrQupcgQc 

https://youtu.be/Vjn6HDNRM9A 

https://youtu.be/lrKnqbXM9V4 https://youtu.be/bWjUjmUrN0M 



 

タ イ ト ル ：持続可能な社会の実現に向けて！書籍売上 
の一部を寄付する「本でこどもの未来を守る 
キャンペーン」を開始！ 

ビジネスカテゴリ：雑誌・本・出版物自然・天気 
寄 付 先 団 体 ：地球環境基金 
コミットする SDGs 目標：「12 つくる責任つかう責任」「13 気候変動 

に具体的対策を」「15 陸の豊かさも守ろう」 
寄付をする（SDGs 推進を行う）理由 

主たる対象読者である乳児～中学生までのこどもたちにより
良い地球環境を残していくため 

 

 今月の和歌  

 

ファンドレイジング連続セミナー 最終回終了！！ 

NPO 事務局セミナー&検定  
開催しました！ 

＼日本で唯一の NPO 法人事務に関する検定／ 

 

製品やサービスの新発表や「○○の利用者が
100 万人を突破」など事業活動上のアピールす
べきニュースがあった際にマスメディア向けに
プレスリリースとして情報を発信することが一
般的ですが、寄付プレスリリースというのはプ
レスリリースの内容として「企業として寄付を
行った」ことを伝えるもののことです。 

 

 
今回、合格者は 10名! 

 島根県内、初級合格者は 
87名になりました!! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファンドレイジング成果や組織として得た学び 
今後の計画についての報告 

計画内容・実践内容についての進捗共有や相談 
相互フィードバック 
・ 

ステークホルダーピラミッドの作成 
ファンドレイジング計画のためのアイデア出し 

 

財団からのお知らせ 

我が庵の 軒に来たりき アマガエル ともに眺めん 夏の夕暮れ （愛知県あま市 小林 望さん） 

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

＼企業から支援を得るためには…／ 

昨年 10 月から開催してきました『ファンドレ

イジング連続セミナー』（講師：堤大介氏）の最

終回を１月 27 日（水）に行いました。最終回で

は、参加団体からの最終報告会があり、その内容

にあわせて講師の堤氏から「寄付プレスリリース

に見る企業寄付のトレンド」についてお話してい

ただきました。一部ですがご紹介します。 

1 月 29 日（金）に NPO 事務局セミナー＆検定を開催しました。 

今年度、セミナー＆検定受講者の方には各会場にお越しいただき、講師

の方とはオンラインで繋ぐ形となりました。 

 今後もセミナーや専門相談等を通じて、事務力アップの機会を設けて 

いきたいと思います。 

＼pick up／ 
 クラウドファンディング FAAVO by CAMPFIRE ネクストゴールに挑戦中!! 

https://camp-fire.jp/projects/view/346823 

※プロジェクト詳細はページにてご覧ください 

松江会場の様子▶ 

最終講義「寄付プレスリリースに見る企業寄付のトレンド」 

① 企業名と代表者名、寄付を行なう事実 

② 寄付を行なう理由、支援先を選んだ理由 

③ 支援先の NPO の概要（ビジョン、活動内容） 

④ 企業概要 
 

→最近は特に「SDGs 目標へのコミット」を 

理由として挙げている寄付が多い 

① 自組織の活動と SDGs の関係を考える 
自組織のビジョンや事業・活動が SDGs のどの目標と

特に親和性が高いのか検討しましょう。 

② 企業のニーズ、課題に応える提案を行う 
NPO に支援を行うということが「企業側が抱える課題
の解決」につながること、つまり NPO 側として「価値
提供」を行うことができるという視点を持って提案を

行うことが大切です。 

 

（講師：堤大介氏の資料一部抜粋） 

第１回（10/21） キックオフセミナー 

第２回（12/2）  中間報告 

第３回（1/27）  最終成果報告会 



■締 切 日：令和 3 年 3 月 31 日(水)当日消印有効
■対象分野：日本の無形の伝統文化の保存・振興をはかるため、伝統

工芸技術、伝統芸能、民俗芸能・行事の各分野で保存・
伝承・振興活動および調査・研究活動において、有効な
成果が期待できる事業 

■対   象：①個人、団体(1 個人、1 団体につき 1 件の申請に限る)
②団体の場合は、法人格の有無は問わない。永続性の
ある活動団体である事が原則。

■助成金額：1 件あたり 30 万円～200 万円程度
●問合せ先：(公財)ポーラ伝統文化振興財団 事務局

TEL：03-3494-7653 E-mail：info@polaculture.or.jp 
https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4485 

■締 切 日：令和 3 年 3 月 31 日(水)当日消印有効

■助成内容：街なかにおける市街地整備や街なかの再生に資する取り

組みを行う民間団体を資金面で助成 

■対象事業：①土地区画整理事業等の面的整備事業の立上げに向け

た②良好な環境づくりや賑わいづくりに向けた③地区内の

既存ストックを活かした街なか再生への取り組みの事業 

■助成金額：1 件あたり上限 100 万円

●問合せ先：(公財)区画整理促進機構 街なか再生全国支援センター

TEL：03-3230-8477 FAX：03-3230-4514 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4486 

■締 切 日：令和 3 年 3 月 15 日(月)

■対   象：森づくりや人と自然がつながる社会づくりを応援 

①一般公募事業（森林整備・緑化推進）②一般公募事

業（国際協力）③次世代育成公募事業（次世代の森づく

りを担う人材育成事業）④都道府県緑推推薦事業（子ど

もたちの未来の森づくり事業）

■助成金額：1 事業あたり上限①200 万円②300 万円③200 万円

④100 万円

●問合せ先：(公社)国土緑化推進機構 募金担当

TEL：03-3262-8457 FAX：03-3264-3974 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4488 

■締 切 日：令和 3 年 3 月 31 日（水）必着

■対象団体：次の①及び②の両方に該当する団体①身近な地域や暮

らしの課題解決に取り組む地域活動団体②全国の生活

学校が連携して行う全国運動に参加する意向のある団体 

■助成金額：生活学校参加 6 万円（初年度 3 万円、2 年目 3 万円）

全国運動参加 上限 5 万円(現在のテーマは「食を通じた

子どもの居場所づくり」) 

●問合せ先：(公財)あしたの日本を創る協会 生活学校募集係

TEL：03-6240-0778 FAX：03-6240-0779 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4483 

■締 切 日：令和 3 年 3 月 30 日(火)必着

■対   象：地域に根ざした福祉活動を行っているグループ、任意の

ボランティアグループまたは NPO 法人 

■助成金額：①支援金部門 1 グループ最高 100 万円(15 グループ予

定)②災害復興支援部門 1 グループ最高 100 万円(5 グ

ループ予定)③リサイクルパソコン部門 1 グループにつき、

3 台まで(ノートパソコン総数 35 台程度）

●問合せ先：(社福)NHK 厚生文化事業団 「わかば基金」係

TEL：03-3476-5955 E-mail：info@npwo.or.jp 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4481 

■締 切 日：令和 3 年 3 月 19 日(金)郵送の場合は当日消印有効

■対   象：日本国内の自然公園等で優れた自然環境の保存及び活

用に関する実践活動、普及啓発活動等を行う団体 

■対象事業：日本国内において実施される①自然環境保全の為、実

践・啓発・調査・研究等の②継続性かつ発展性のある③

公益法人等公益的な法人が行う営利を目的としない事業 

■助成金額：総額 8,000 万円(1 団体あたり 100 万円上限。国や自

治体など行政との協働事業は 3,000 万円を上限) 

●問合せ先：(公財)公益推進協会 事務局

TEL：03-5425-4201 FAX：03-5405-1814 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4484 

近年、島根県内で中世城館の発掘調査が相次ぎ、これまでの山城の

イメージを覆す新たな知見が得られています。そこで、改めて発掘され

た島根の中世城館についてご紹介！

■開催期間：令和 3 年 1 月 16 日(土)～3 月 8 日(月)

※休館日：毎週火曜日(祝日の場合は翌平日)

■開館時間：9:00～17:00(入館は 16:30 まで)

■開催場所：島根県立八雲立つ風土記の丘（松江市大庭町 456）

■観 覧 料：一般 300 円、大学生 200 円

●問合せ先：島根県立八雲立つ風土記の丘

TEL：0852-23-2485 FAX：0852-23-2429 

https://www.shimane-ikiiki.jp/events/4379 

作品に賞を設けず、浜田市内の小学生なら誰もが自由に参加できる 

展覧会。浜田をはじめ海外からも作品を募集しています。子ども達の 

今が詰まった児童美術の祭典をお楽しみください！ 

■開催期間：令和 3 年 1 月 16 日(土)～3 月 7 日(日)

※休館日：毎週月曜日、2 月 24 日(水)

■開館時間：9:30～17:00(入館は 16:30 まで)

■開催場所：浜田市世界こども美術館(浜田市野原町 859-1)

■観 覧 料：一般 200 円、高校・大学生 100 円、小・中学生 50 円

●問合せ先：浜田市世界こども美術館

TEL：0855-23-8451 FAX：0855-23-8452 

 https://www.shimane-ikiiki.jp/events/4363 

  

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

地域活動団体への助成 
「生活学校助成」 

Web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 ☞

2021 年度 緑の募金助成 

第 33 回 NHK 厚生文化事業団 
地域福祉を支援する「わかば基金」 

令和 3 年度 街なか再生助成金 

自然公園等保護基金 

2021 年度 公益財団法人 
ポーラ伝統文化振興財団助成 

助成金・イベント情報 

発掘された島根の中世城館 
～戦×暮らし～ 

第24回浜田こどもアンデパンダン展 



【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 

【アドバイスできること】 

・自治体との連携・事業構築 

・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 

1978 年神奈川県生まれ。大学卒業後、広告出版業界・ア
ウトドア業界などを経て、2014 年 12 月に津和野町へ地
域おこし協力隊林業チーム一期生として移住。自ら自伐
型林業を実践しながら、その教育システムを行政と共に
確立し、津和野町の自伐型林業集団『津和野ヤモリーズ』
を形作る。また、地域資源である山葵の適正価格での流
通を目指し、『島根わさびブランド推進協議会』の立ち上
げや販路開拓を実践し、中山間地域での手取り向上・仕
事創出のサポートを行政と一緒に取り組んでいる。 

【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、人材育成、 

地域経済への貢献、その他 

 

原点は青年海外協力隊として派遣されたアフリカのタン
ザニアと東ヨーロッパのポーランドでのボランティア活
動。帰国後、市民が自ら立ち上がり、市民活動の拠点づ
くりを目指す活動に参画（その拠点が出雲市総合ボラン
ティアセンター）。あらゆる分野を総合的に支援する場
で、個人のボランティア活動の支援はもちろん、少人数
のグループから法人格を持つ団体など幅広い NPO の活
動・協働の支援も行っています。 
 

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♪ 

田口
た ぐ ち

 壽
とし

洋
ひろ

さん（津和野町） 
合同会社やもり 代表社員 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

【アドバイスできること】 

・市民・団体からの多様な相談、調整、紹介 

・活動の場、ボランティアの募集・開拓、学び

の機会 

・情報の発信、収集、整理、記録 

・ネットワークづくり、プログラム開発 

・そしてすべてを「つなぐ」こと 

ソーシャル人材を探す 

森林教室の様子 
県内 NPO 情報 R３.１.31 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、Web 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 39 名掲載中 

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

岸
きし

 幹人
み き と

さん（出雲市） 
出雲市総合ボランティアセンター・ 
ボランティアコーディネーター 

【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、人材育成、 

地域経済への貢献、その他 

 

全体 ２９３

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 ７１

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

●今月の新設NPO法人 
特定非営利活動法人石西防災研究所（益田市）住民や自治会
などの地域コミュニティおよび保育所や学校、介護施設など
に幅広く防災啓発活動を実施するとともに、安全で安心な地
域の実現に寄与することを目的とする。 
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