
ＮＰＯ法人
斐伊川流域環境ネットワーク
（松江市）

●ＮＰＯ法人
　斐伊川流域環境ネットワーク

八束・花と緑の島づくり
支援活動事業

団　体　名 事　業　名

７月９日（木）に社会貢献活動支援事業の審査会
が行われました。単年型、複数年型それぞれ右
記の団体が採択されました。

●ＮＰＯ法人
　ファミリーサポートホーム
　金太郎の家

●ござんせＣＵＰ実行委員会

単年型（立ち上がり・取り掛かり型）　１団体採択

団　体　名 事　業　名

●おもいやりネット出雲 いずも「赤ちゃん登校日」

複数年型（継続支援型）　３団体採択今回は残念ながら不採択となりました団体様
におかれましても、皆様の事業を活かし、一
緒に島根県民の活動をさらに盛り上げていき
ましょう！当財団内「県民活動支援センター」
にてさまざまな支援を行っております。お困り
のことがありましたら是非ご相談ください。

交流人口拡大推進事業

はっけよいもっともっと
輝いて応援プロジェクト
高齢者、障害者の
集いの場整備事業

また、単年型については第２回募集があり、
締切は１１月２０日（金）です。

◆申請に興味をお持ちの方、申請についてわか
　らないことがある方、ぜひ１度ご連絡下さい。

ふるさと島根定住財団のステップアップ事業と

ジャンプアップ事業は公開審査会により採否

が決定されます。どなたでもご覧になれます

ので関心がおありの方はお越し下さい。事前

の申し込みは必要ありません。

日時：平成２１年８月３日（月）１３：００～１６：４５
会場：松江テルサ４階　中会議室
　　 （松江市朝日町478-18）

日時：平成２１年８月１０日（月）１３：００～１５：３０
会場：松江テルサ４階　大会議室
　　 （松江市朝日町４７８－１８）

団体名 事業名事業名団体名

ＮＰＯ法人
竹でだんだんしまね

種まなびや工房

グリーンツーリズム
拠点設立事業

廃校を活かした交流・
活動拠点整備、特産品
育成事業

ジャンプアップ事業の公開審査会 ステップアップ事業の公開審査会

県民いきいき活動支援事業　審査会のお知らせ県民いきいき活動支援事業　審査会のお知らせ

第１回社会貢献活動支援事業結果発表第１回社会貢献活動支援事業結果発表

松江けんこう倶楽部

ＮＰＯ法人
カウンセリング出雲

立久恵創生会

シマネッコ
実行委員会

味工房あかつき

まつえ「生涯現役・
健康づくり」推進事業

教養学習
プログラム事業

立久恵山荘活用事業

シマネッコ２００９事業
～表現活動で島根を
元気にする～

農山村体験交流事業
～西谷スタイル～

※また第２回の締切は１２月１８日（金）です。
詳しくは定住支援課へお問い合わせください。

（立ち上がり・取り掛かり型）（自立・本格稼働型）
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松江事務局
松江市朝日町478-18

松江テルサ3F
tel : 0852-28-0690

e-mail : shimane@teiju.or.jp

石見事務所
浜田市相生町1391-8シティパルク浜田2F

石見産業支援センター「いわみぷらっと」内
tel : 0855-25-1600

e-mail : iwami@teiju.or.jp

(しまね県民活動支援センター)
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~7/31

ＮＰＯ法人もりふれ倶楽部の恒例行事！親子で里山自然
塾に参加しませんか？
　○日時：８月２日（日）　１０：００～１５：００
　　（昼食は各自ご持参下さい。）
　○会場：松江市宍道町ふるさと森林公園
　○参加費：１組３００円
　○募集人数：親子１５組程度（先着順です！）
　○内容：大工道具の使い方の勉強・親子で巣箱、ＣＤ
　　ラックなどの作品作り
 問合せ：ふるさと森林公園学習展示館
 TEL/FAX：０８５２－６６－３５８６
 URL：http://www.morifure.jp/

優れた自然や文化、伝統などの山村特有の資源を活用し、
様々な分野に着目した魅力ある山村づくりを支援します。
　○締 切 日：７月３１日（金）当日消印有効
　○助成金額：上限２００万円（活性化のプラン作り分野）
　　　　　　 助成対象経費の２分の１以内
　　　　　　 （起業化の試行・取組の評価と確認分野）　　 
　○対象団体：ＮＰＯ、任意団体、企業等団体（個人を除く）
　○対象活動：森林・地域資源を活用した産業の創出、都市
　　と山村の連携による交流活動などの合計５分野
 問合せ：社団法人日本森林技術協会　山村再生事務局
 TEL：０３－３２６１－６６８３　FAX：０３－３２６１－３８４０
 URL：http://www.sanson-saisei.com/

社団法人農村環境整備センターは環境保全・再生を図る為
に農業者、地域住民、ＮＰＯなどが協力して実施する農村づ
くりの活動を募集し、表彰します。
　

ＮＰＯ法人日本チャリティプレート協会では障害者の通う作
業所等で緊急性の明確な団体に設備等の助成を行います。　
　○締 切 日：８月３１日（月）　必着
　○助成金額：１件当り５０万円を限度とし、設備・備品・車両
　　などが助成対象
　○対象団体：障害者が通う小規模作業所、自立生活セン
　　ター、グループホームなど（法人格の有無なし）で社
　　会福祉法人・財団法人は含まない
 問合せ：ＮＰＯ法人日本チャリティプレート協会
 TEL：０３－３３８１－４０７１　FAX：０３－３３８１－２２８９ 
URL：http://www.jcpa.net/jcpa/joseikin/index.htm

~8/7

活動分野を問わず市民が担い手となって「共生」の地域づく
りを目指す活動を支援します。
　○締 切 日：８月７日（金）　１７：００　必着
　○支援金額：共生・地域文化大賞（奨励金１５０万円）、共
　　生事業助成金（１件当り５～５０万円で総額１５０万円）等
　○対象団体：表彰部門（地域文化活動に従事する団体・中
　　間支援組織から他薦された団体）と助成部門（仏教寺院
　　との協働による地域文化活動を行う地域団体）
問合せ：ＮＰＯ法人きょうとＮＰＯセンター内
　　　 共生・地域文化大賞運営事務局
TEL：０７５－３５３－６２９２　FAX：０７５－３５３－７６８９
URL：http://tomoiki.jp/
 

魅力ある山村づくりの
　　　　　取り組み募集!

エイブル・アート・ジャパンでは障害のある人たちの芸術活
動を支援する為、作品創作現場の資金的支援と作品発表の
機会提供を行います。
　○締 切 日：８月３１日（月）　必着
　○助成金額：１件当り１０万円（製作支援）で５件程度
　　　　　　 展覧会の必要経費（展覧会支援）
　○対象団体：障害のある人たちの創作活動を行う団体
　　　　　　 （展覧会支援の部は個人も応募可能）
　○対象活動：障害のある人達の絵画や立体造形の創作
 問合せ：エイブル・アート・ジャパン（太田好泰）
 TEL:０３－３３６４－２１４０ 　FAX:０３－３３６４－５６０２
 URL：http://www.ableart.org/

エイブル・アート・アワード
　　　　　　　支援先募集！

チャリティプレート助成
　　　　　支援先募集

~8/31

「共生・地域文化大賞」
　（表彰・助成部門）募集

田園自然再生活動コンクール
　　　　　　　　事例募集

~7/31

第４回里山自然塾
 「夏休み親子木工教室」
            

~8/31

7/26

森林セラピーのまち飯南町でフェスティバル開催！イソガ
シンジャーショーや自然体験コーナーなどイベント多数。
自然とお祭りを満喫しに是非お子さんとご来場下さい。
　○日時：７月２６日（日）９：３０～１５：００
　○会場：島根県県民の森オートキャンプ場
　　　　 （飯石郡飯南町小田）※２５０台分駐車可能
　○内容：草木染め、キャンドルづくり、ワニカヌー、紙芝居
　　ライブやヤマメつかみ取り大会など
　※詳細はＨＰをご覧下さい。
 問合せ：島根県中山間地域研究センター
 TEL：０８５４－７６－２３０２　FAX：０８５４－７６－２５５３
 URL：http://www.pref.shimane.lg.jp/chusankan/mori

島根県県民の森
フェスティバル２００９
            

 問合せ：田園自然再生支援センター事務局
 TEL：０３－５６４５－３６７１　FAX：０３－５６４５－３６７５ 
 URL：http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/kantai/090615.html

　
　○表彰内容：農林水産大臣賞、朝日新聞社賞など計７賞
　○対象活動：田んぼ、水路、ため池などにおいて農業生
　　産との調和を図り、自然環境の保全・再生を促す活動
　○応募団体：上記の活動を行うグループ
　※応募用紙や受賞事例など詳細はＨＰをご覧下さい。

※県民活動応援サイト「島根いきいき広場」には上記以外の情報も随時掲載されています。



発達障害児支援サークル
「のびのび」代表
島田　智子さん

“島根で頑張る人”は島根県で活動する人にスポットライ
トを当て、考え方や経験から団体活動に迫るコーナーです。
スタッフの「学び」も兼ねて取材させていただいています。

楽なんだ。息子にも仲間がいたらき

っと心強いだろう。」その思いから診断

後２か月で「のびのび」の立ち上げ準

備、２００４年１２月に活動を開始した。

翌年には講演会の実施と思ったこと

は即行動に移している。今は自身の

経験から発達障害の情報発信に力を

入れている。

　また、講演会を重ねて啓発を促す

事でこれから発達障害を早期に発見

し対応できる親や地域住民を増やし

たいと語る。「診断は医師にしかでき

ないけど、周りが見極める力を持って

いれば１、２歳でも“発見”できる障害

だから」と。

　今までの活動は子供、両親、地域

住民が主体だが、今後は行政を巻き

込んで活動をしていく必要性があると

いう。「“障害”のある子供は学校から

社会に出る時が一番大変。学校にい

る間は守られているけど、社会では周

囲の理解が無いと職場に打ち解けら

れない。」からだ。「発達障害を持つ子

供が安心して生活できる地域づくりの

ためには、まず教育と福祉の連携が

必要だ。これからも繋がりの輪を大き

くしていきたい」と前向きに語る。

　「お母さん、この子には障害があり

ますよ。」５年前、医者からの診断に

心からほっとしたと話す島田さん。息

子が２歳の時からずっと「あなたのし

つけが悪いです」と言われ続けてき

た。自分の育て方は間違っていなか

ったと安心した瞬間だった。でもどう

して自分の子供が？とやっぱり自分を

責めることしかなかった。

　島田さんに元気をくれたのは自閉

症協会のお母さんたち。「私一人じゃ

ないんだ。仲間がいるってこんなに

発達障害児支援サークル
「のびのび」

子供たちに大好評「ボーリング」

山口県生まれの益田市育ち。２００４

年に発達障害を持つ子供の親ととも

に発達障害児支援サークル「のびの

び」を立ち上げ代表に。

毎月１回の定例会でのイベントは遠足

、ボーリングや料理教室など。子供同

士、親同士のネットワークづくりに貢献

している。定例会に加え発達障害に

対する地域住民の理解促進のための

講演会・セミナーを意欲的に行ってい

る。

１３：３０～１４：３０　講演
演題：まちづくり観光と農業の連携について

講師：由布院温泉　草庵秋桜　
　　 専務取締役　太田慎太郎　氏
１４：４０～１６：３０　パネルディスカッション

「まちづくり」「ものづくり」の分野において活動されて

いる実践者の方々に事例発表してもらい、田舎ツー

リズムの展開について意見交換します。　　

１６：４５～１８：３０　交流会
地元の料理を楽しみながら参加者同士の交流を図り

ましょう。田舎ツーリズムの推進は、まず地域の交流

から！（会費：３０００円）

※交流会は会費を徴収させていただきます。また

　運転される方は絶対禁酒でお願いいたします。

参加申込締切日：平成２１年７月２２日（水）

推進大会のスケジュール推進大会のスケジュール推進大会のスケジュール

継続は力なり

細く長くが重要

しまね田舎ツーリズム推進大会inごうつ開催決定！
しまねに暮らす人々の交流を通じて豊かな自
然や歴史、文化に触れる新しい旅のスタイル
「しまね田舎ツーリズム」を推進し、実践者
の輪を広げるため推進大会を開催します。

日時：平成２１年７月３０日（木）１３：３０～１８：３０
会場：島根県石央地域地場産業振興センター
　　 （江津市嘉久志町イ４０５番地）
　　 TEL: ０８５５－５２－０６００

【申込・問合せ】
江津市役所建設経済部農林商工課
TEL：０８５５－５２－２５０１
FAX：０８５５－５２－１３７９
E-mail：norinshoko@city.gotsu.lg.jp
申込みの際は下記の事項をお知らせ下さい。
①お名前②お住まいの市町村名③電話番号
④交流会の参加有無



掲載情報募集

当センターではＮＰＯ法人、
地域づくり団体や任意団体・
個人向けの図書を貸し出して
います。ＮＰＯの設立の方法
から海外の地域づくり団体の
事例報告まで、本の内容は
様々です。今回はお勧めの
本を１冊紹介します。

図書紹介

藤原藤原

制作スタッフ日記
　今月号から一人でいきい
きねっとを担当することにな
りました。前号に劣らぬもの
を作っていきたいと思ってい
ます。これからもよろしくお
願いします。
　先日ＮＰＯ交流会に参加 
し、新しい団体の方やまだお目にかかれていな
かった団体のスタッフの方々と話をすることがで
きました。直接話をすることで中間支援組織とし
ての必要性を確認できた交流会でした。講師の
方から情報公開の手法についての話があり、近
畿地方と島根県の違いを感じました。また、交流
会で同世代の方に会えたことも嬉しい事でした。
今後も交流を広げていきたいですね。

地域づくり団体・ＮＰＯ法人の皆さんからの掲載情報を募集
しています。イベント告知・スタッフ募集など何でも構いま
せん。毎月２０日発行ですので１０日ごろまでに定住財団ま
で、e-mail、fax、郵送などでご連絡ください。情報紙に掲載
できない場合でも、ホームページに掲載可能です。下記の
サイトもご参照ください。

⇒県民活動応援サイト
  「島根いきいき広場」
https://www.shimane-ikiiki.jp/

⇒しまね地域ポータルサイト
  「だんだん」
http://shimane.canpan.info/

問合せ・応募先
島根県環境生活部環境生活総務課
ＮＰＯ活動推進室
TEL：０８５２－２２－６０９９
FAX：０８５２－２２－５０９８
URL：http://www.pref.shimane.lg.jp
     /npo/syoureisyou/
まずは問合せ下さい。

○対象活動：地域課題に積極的に取り組む
先駆的な活動で、結果が認められ社会貢献
度が高い活動
○対象団体：
　①島根県内に事務所がある
　②対象活動を５年以上継続している
　③県民いきいき活動において奨励賞と同
　　等以上の表彰等の経験がない団体　　

平成２０年度の受賞例
・高齢者への手作り弁当配送
・手話の普及・啓発
・地域の伝統文化の継承
・子供たちへの本の読み語り

また、しまね県民活動支援センターでは皆さんの
読みたい本の情報を募集しています。”置いてあ
ったらいいな”という本がありましたら是非お知ら
せください。

平成２１年度
県民いきいき活動奨励賞
候補団体を募集中!

「県民いきいき活動」
営利を目的としない、不特定多数のもの
の利益のための自発的な活動

コミュニティビジネスの時代
（著者：本間　正明他４名）

ＮＰＯ・株式会社の域域
活性化の成功事例が多
数紹介されている。５人
の著者の異なるトピック
の中でもお勧めは玄田
有史氏の“ＮＰＯで働くと
いうこと”。ＮＰＯで働く
方には珍しい内容では
ないかもしれないが、
周囲の人がＮＰＯについ
て理解するには分かり

やすく簡潔。
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