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NPOについて学びたい時に、いつでもどこでも学んでいただけるよう、7月27日（火）に開催

した「はじめの一歩！ NPO入門講座」のYouTube配信を始めました。「NPOってそもそも

何？」「どんな活動ができるの？」…等、クイズを通して学べる内容になっています。 NPOに

関心のある方、立ち上げを検討中の方、新たなスタッフの方等、お気軽にご覧くださいね！

▲ NPO入門講座の一場面より

っちゃん
がいく！

第59回

お気軽にお問合せください

アーカイブ動画

「はじめの一歩！ NPO入門講座」

▶講師 中野俊雄氏

（行政書士・専門相談員）

▶時間 約90分

動画・資料はこちら▲
https://www.shimane-ikiiki.jp/news/3063

定住財団ではNPOに関連して、以下の支援
メニューもご用意しています!!

支援メニュー
入門講座 内容

◆ NPOとは

◆ クイズで学ぶNPO

◆ NPO法人のメリット・デメリット

◆ NPO法人の資金源

◆ NPO法人の税金

◆ 他法人（一般社団法人等）との比較

◆ NPO法人設立の流れ

NPOのマネジメントや資金調達、事
務局等をテーマに実施します。

3分野（法人設立・事業運営、労務管
理、会計・税務）の専門家が個別相
談に応じます。

NPO関連の図書や会議室、印刷機等
の貸出しを、無料で行っています。

セミナー

専門相談

交流

サロン



田んぼで金魚
2016年に東京から出雲市多伎町にUターンし、休耕田を
活用した金魚養殖が5年目を迎える山田真嗣さんが、
7/25「しらかた楽市」に出店されました。ユニフォー
ムは全員揃いの田んぼで金魚Tシャツ。コロナ禍で軒並
みイベントが中止になる中、今回は久々のお祭りという
こともあり、金魚すくいを楽しむ多くの方の笑顔を見る
ことができました。この日は地区外から、3名の方が関
係人口としてお手伝いに参加されました。

財団からのお知らせ

しまね田舎ツーリズム 活動レポート

関係人口 活動レポート

しまね田舎ツーリズム紹介動画
「いな活動画」が島根県公式YouTube
「しまねっこCH」に公開されました

リスクマネジメント研修を開催
6/9～6/29にかけて、島根県内10会場およびYouTube上で
リスクマネジメント研修を開催しました。昨年に引き続き、
新型コロナウイルス感染症対策について、(公財)島根県環
境保健公社 環境事業部の柳氏より講義を受け、昨年から
の状況変化のほか、重要な感染防止策について、わかりや
すいお話をいただきました。また、実践者向けの感染症拡
大予防ガイドラインの配布も行いました。

REPORT 1

しらかた楽市に参加
松江市市民活動センターで開催された「しらかた楽市0725
夏祭りごっこ」に参加しました。今回は4月に実施した資料
配布に加え、島根県内で提供される様々な田舎体験を紹介
する「いな活動画」を放映しました。コロナ禍ではありま
すが、小規模であっても地域のイベントに参加することの
意義を再確認しました。これからも田舎ツーリズムを通じ
て、魅力的な体験を多くの方に届けていきます。

REPORT 2

関係人口とは、地域外に住んでいても、地域のファンとして何か
しらの関わりを持ちながら、応援したり、⽀えてくれたりする⼈
達のことです。「定住⼈⼝」でもなく、観光やイベントで訪れる
「交流⼈⼝」でもない、地域や地域の⼈々と多様に関わる⼈々の
ことです。「フレフレしまね」では、他の関係人口の取組みや助
成金について詳しく紹介しています。

リライトはまだ
デイキャンプイベントを企画しているリライトはまだの
皆さんが、7/31にアドバイザー派遣を利用しました。
島根県キャンプ協会所属のインストラクター原田剛さん
を迎え、熱中症対策など注意事項、スケジュールの組み
方、実際のキャンプ会場の環境確認などを指導いただき
ました。BBQの調理手順から、緊急時の応急処置や看護
師の待機依頼など、具体的かつ実践的なアドバイスを受
けました。関係人口とともに行うイベントに向けて、良
い準備ができました。

REPORT 1 REPORT 2

最大
30万円

関係人口受入事業助成金

地域の活性化や課題解決に向け、地域
団体が関係人口と一緒に取り組む活動
に対し、活動費や関係人口の交通費等
を助成します。

この活動はこの制度を利用しました

関係人口アドバイザー派遣事業

関係人口に関する勉強会の講師や関係
人口の具体的な受入に関するアドバイ
ザーなどを、地域団体のご希望に応じ
て派遣します。

年4回
まで

この活動はこの制度を利用しました

▲田んぼで金魚のメンバー ▲金魚すくいをする来場者 ▲協議の様子(左:原田さん) ▲キャンプ予定地の現場確認

▲しらかた楽市特設ステージ ▲映像ブース

週末で、天候に恵まれたということもあり、家族連れの来場者が
多く見られました。かき氷や金魚すくいなど夏祭りらしい出店は
とても人気があり長い行列ができていました。

▲講義の様子 ▲研修会 浜田会場

感染症対策として、YouTube視聴の受講を可能としていましたが、
会場へ足を運ぶ実践者さんも多かったように感じました。



■締 切 日 ：令和3年9月10日(金)当日消印有効

■対 象：➀公益・一般財団法人、公益・一般社団法人➁

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：【調査研究】100万円以内、3/4以内 【活動・行催

事】50万円以内、3/4以内 【復興活動支援】50

万円以内、4/5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

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4610

花博自然環境助成

■締 切 日 ：令和3年9月10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、

成果をあげている個人・団体。※他要件あり

■表 彰：スミセイ未来大賞/表彰盾、100万円 2組程度

スミセイ未来賞/表彰盾、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（平日10:00～17:30）

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4602

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。

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

島根県
第20回 ことのは大賞

日本ジオパーク全国大会
島根半島・宍道湖中海大会

第15回 未来を強くする
子育てプロジェクト

盛和塾
手に職つけよう応援助成

THE昆虫展
-小さなムシの大きなチカラ-

第19回 読売福祉文化賞
スミセイコミュニティ
スポーツ推進助成プログラム

■締 切 日 ：令和3年9月22日(水) 必着

■対 象： ➀日本国内に活動拠点のある民間の非営利団

体で活動実績があること。➁団体の目的や活動

が政治・宗教などに偏っておらず、反社会的勢力

とは一切関わっていないこと。

■助成金額：【チャレンジコース】50万円以下（1年間分）

【アドバンスコース】300万円以下（2年間合計）

●問合せ先：(公財) 住友生命健康財団事務局

TEL：03-5925-8660

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4614

■締 切 日 ：令和3年9月30日（木）当日消印有効

■対 象：公益性ある創造的な事業で、ハンディを持つ方や

地域の人々に元気を与え、ネットワークを広げてい

る団体、個人。

■助成金額：【一般部門】3件 トロフィーと活動支援金各100万

円【高齢者福祉部門】3件 トロフィーと活動支援金

各100万円

●問合せ先：社会福祉法人読売光と愛の事業団

TEL：03-3217-3473

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4608

■締 切 日 ：令和3年9月30日(木)当日消印有効

■対 象： ➀高等学校卒業時に児童養護施設に在籍して

いた者で、現在は施設を退所して自らの生計を立

てている者➁国家資格等の取得を目的にその養

成課程を有する大学や専門学校に進学し、現に

在学している者。

■助成金額：10万円（1人あたり）

●問合せ先：社会福祉法人中央共同募金会基金事業部

TEL：03-3581-3846

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4612

■締 切 日 ：令和3年10月31日(日)当日消印有効

■対 象：日本国内にお住まいの方

■表 彰：●島根県知事賞 賞状、賞金2万円、副賞●青少

年育成島根県民会議会長賞 賞状、賞金1万円、

副賞●優良賞 賞状、賞金5千円、副賞●団体賞

賞金または図書カード1万円分、副賞

※その他、こっころ賞、参加賞あり

●問合せ先：島根県健康福祉部 子ども・子育て支援課

TEL：0852-22-6475

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4613

国内外のさまざまな昆虫たちを展示するとともに、虫の繁殖力を

活用する研究も取り上げ、小さな体に秘められた昆虫の驚異の

チカラを紹介します。

■開催期間：令和3年7月17日（土）～令和3年9月26日（日）

■会 場：島根県立三瓶自然館サヒメル

■料 金：大人1000円・小中高生200円（入館料）

●問合せ先：島根県立三瓶自然館サヒメル

TEL：0854-86-0500

https://www.shimane-ikiiki.jp/events/4467

第11回日本ジオパーク全国大会を島根半島・宍道湖中海ジオ

パークで開催します。ジオパーク関係者以外のみなさまに楽しん

でいただけるプログラムも実施します。

■開催期間：令和3年10月3日（日）～令和3年10月5日（火）

■会 場：ビッグハート出雲、くにびきメッセ

●問合せ先：第11回日本ジオパーク全国大会

島根半島・宍道湖中海大会 実行委員会事務局

【松江市】TEL：0852-55-5399

【出雲市】TEL：0853-21-6612

https://www.shimane-ikiiki.jp/events/4521

助成金・イベント情報



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、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。

現在43名掲載中

もっと詳しく！

【活動分野】

地域資源の活用

地域の付加価値を高める

人材育成

【アドバイスできること】

・田舎で楽しく暮らすこと

・田舎暮らしの提案、薪ストーブの

ある暮らし、自給自足

・山仕事、自伐型林業

村上 久富さん（津和野町）

合同会社bluebearの薪ストーブ屋さん

合同会社高津川デザイン工房
津和野町出身。2018年津和野町役場を退職、同年12月に
bluebearの薪ストーブ屋さんを設立。その後、2019年、仲間と
合同会社高津川デザイン工房を設立。津和野町相撲ケ原という
山奥にある小さな薪ストーブ屋さんです。島根・山口県を中心
に薪ストーブの販売・施工・メンテナンス・薪の販売を行って
います。

田中 寛さん（出雲市）
特定非営利活動法人
出雲まちあそび研究所 理事長

出雲市職員。2013年、平田本町商店街で始まった街歩きイベン
ト「まちあそび人生ゲーム」の考案者。商店街の店舗を国民的
ボードゲームである「人生ゲーム」のマスに見立て、参加者は
ルーレットの出た目に従い店舗を巡り、店主と専用通貨をやり
とりしながらゴールを目指す。現在、全国21カ所の商店街で開
催されている。平田本町商店街では、2020年までに8回開催さ
れた。

県内NPO情報 R3.6.3０現在

●6月の新設NPO法人
特定非営利活動法人母子ケア香－KAZA（出雲市）
特定非営利活動法人かわい（大田市） https://www.shimane-ikiiki.jp/

薪ストーブのある暮
らしを通して、家族
４人、田舎で楽しく
暮らしをつくってい
ます。

「まちあそび人生
ゲーム」を通じた偶
然の出会いによって、
街や商店を知ること
で、商店街活性化を
促進します！

【活動分野】

地域経済への貢献

【アドバイスできること】

・「街と人」「店と人」「人と人」の

新しい出会いやふれあいの創造から

商店街活性化を目指すこと。

・「まちあそび人生ゲーム」に関する

こと。

発行元

[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

（しまね県民活動支援センター）

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♪

むらかみ ひさとみ

たなか ひろし

全体 ２９０

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 ４

4 しまね社会貢献基金登録団体数 ７１

全体 ４３

内レベル２ ３３

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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