
就学援助世帯の利用増に伴い、食品保管庫を新た
に設置し、フードバンク提供食品の拡充と安定的で
安心な食品提供設備の整備を行う。

事 業 名：フードバンク事業
目標金額：200,000円

フードバンクしまねあったか元気便

Vol.159

2021.12.20

12月から「県民活動応援サイト 島根いきいき広場」において、しまね社会貢献基金を活用したクラウ
ドファンディングがスタートしました。令和3年度はモデル事業となりますが、公益性の高い事業につ
いて事業の概要と目標金額を公開し、約1ヶ月間、寄附の募集を行います。今回はチャレンジしている
4団体をご紹介します。

っちゃん
がいく！

第61回 しまね社会貢献基金で

クラウドファンディングスタート!!

Vol.160

学校の長期休み期間に、主にひとりまたは子どもだ
けで過ごす子ども、地域住民、ボランティアが集まり、
子ども達が学習、遊び、体験活動、団らん等ができ
る居場所づくりを行う。

古民家を活用して、出雲市佐田町の魅力の発信、交
流イベントを開催する。

事 業 名：冬休み、みんなの居場所
目標金額：150,000円

事 業 名：誰もが集える心地よい
場所づくりプロジェクト

目標金額：500,000円

特定非営利活動法人 スペース 特定非営利活動法人 スサノオの風

ミニカフェの運営や、加工食品の開発・販売を行い、
地元の農家・漁家や就労弱者、若者のビジネス支
援をする。

事 業 名：島根発ソーシャルファーム事業
の先駆的展開(本格稼働と交流)

目標金額：1,000,000円

特定非営利活動法人 YCスタジオ

寄附者には一定の税制優遇があります。寄附の方法は「現金」「クレジット決済」のいずれかを

選べます。ご支援のほど、よろしくお願い致します。

寄付月間（Giving December）とは、「欲しい未来へ、寄付を贈ろう。」を合言葉に

毎年12月の1ヶ月間、全国規模で行われる啓発キャンペーン。

寄付月間をきっかけに、1年の終わりにしまね社会貢献基金に寄付をしてみませんか？



財団からのお知らせ

カードゲーム「SDGs de 地方創生」で考える協働
カードゲームを使って「SDGsの視点でのまちづくり」を体験する、令和３年度島根県協働推進員研修（島
根県NPO活動推進室主催）が、10月から11月にかけて島根県内３会場で開かれました。ゲームを通して、
SDGsを活かした地域活性化や、協働のまちづくりについて考えた、同研修の様子を紹介します！

①住民や行政担当者として

ゲームの参加者は、各地域で活躍す

るプレイヤー（行政担当者、産業従

事者、経営者、市民等）に分かれ、

各役割を担当。活動やまちへの働き

かけは、参加者一人ひとりの判断に

委ねられ、限られた予算や地域資源

を活用していきます。

✓ 実際に持続可能な地域をつくるためには、ゴールを共有する

こと、同じ目標の意識を持つことが必要だと感じた

感想・今後にこうつなげたい!!

国連サミットで採択された、持続可能な開発のための2016年から
2030年までの国際目標。持続可能な世界を実現するための17のゴール・169の
ターゲットから構成されています。

SDGsとは

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

2022年1月28日（金）（10:00～17:30）

セミナー参加のみ 無料

定員
各会場
15名

NPO法人に必要な経理・登記・労務・所轄庁手続き等、多岐にわたる事務
について、総合的に学べるセミナーです。検定は、それらの理解度を問う、
日本で唯一の検定です。1日のセミナーを受講いただくと、受験内容をほぼ
網羅できます。NPO法人スタッフ、市町村担当者の方等、事務力の向上や
理解の促進を目指す、全ての方におすすめです！

検定受験料 1,000円

※講師と各会場をオンラインで繋ぎ、参加者は各会場での受講となります

事務局検定初級
合格者は、各
分野で活躍中!

基本を１日で学べます♪

②まちを左右するプロジェクト ③まちを示す４つの指標

まちの状態は「人口」「経済」「環

境」「暮らし」の４つの指標があり、

各プレイヤーの動きと施策によって

刻々と変動します。全体で目指す最

終的な目標は、地域の人口増等。そ

の達成には、協働の意識が欠かせま

せん。

カードには、地域資源、お金、施策

が記され、資源やお金、情報を交換

しながら、プロジェクトを実行。そ

れぞれのプロジェクトを重ねながら、

個人のゴールの達成を図り、続いて

全員で、地域のゴール達成を目指し

ていきます。

「SDGs de 地方創生」は運営元の
issue+designまたは公認ファシリ

テーターのみイベントを開催でき
ます。お問い合わせはこちら ➡

（セミナー参加のみの方は15:45まで）

申込締切は

1月24日

申込はこちら

✓ 広い視点で身のまわりの出来事を考え、立場が異なる人とも

共感し合える価値観を見つけて心を開いてコミュニケーショ

ンすることが大事だと思った

✓ 行政・民間双方の立場で考えられ、目指すところ（どういう

まちにしたいか）は両者同じであることが実感できた。協働

の必要性について解るよう、よく考えられており、職場でも

採用したい

島根県の
初級合格者
89名

（プレイヤーのカード） （プロジェクトを重ねゴールを目指す） （４つの指標が変動）

（いずれも参加した財団職員の感想から抜粋）



三菱財団
社会福祉事業・研究助成

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

第84回国民スポーツ大会
スローガン募集

しまねレクリエーション
フェスティバル

冠婚葬祭文化振興財団
社会貢献基金助成

第33回島根県スポーツ・レクリエーション祭を開催します。

パラリンピック正式種目であるボッチャ、ブラインドサッカーなど

いろいろなスポーツ体験ができます。

助成金・イベント情報

住まいとコミュニティ
づくり活動助成

島根県
食品専門展示会出展支援

■締切日 ：

■ 対 象 ：

■助成金額：

●問合せ先：

■開催日時：

■ 会 場 ：

■ 料 金 ：

●問合せ先：

令和4年1月8日(土) 10時～12時・13時～15時

島根県立浜山体育館（カミアリーナ）

入場無料

公益財団法人島根県体育協会

TEL 0852-60-5053

https://www.shimane-ikiiki.jp/events/4550

令和4年1月14日(金)

県外への販路開拓の意欲と、販売する自社製品

を有する食品等製造事業者

補助対象経費(税抜き額)の 1/2 以内かつ 20 

万円以内

島根県 商工労働部 しまねブランド推進課

食品産業支援第一グループ

TEL 0852-22-5272

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4546

■締切日 ：

■ 対 象 ：

■助成金額：

●問合せ先：

令和4年1月31日(月)必着

研究助成、高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉、

環境・文化財保全、地域つながり、冠婚葬祭継承

などを行う非営利組織及び又は大学、研究機関

総額およそ1,000万円

１件当たりの上限200万円

一般財団法人冠婚葬祭文化振興財団

社会貢献基金助成 運営事務局

TEL 03-6273-3930

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4668

2022年度(前期)
しまね女性ファンド

■締切日 ：

■ 対 象 ：

■助成金額：

●問合せ先：

令和4年1月15日(土)当日消印有効

島根県内の女性が中心となって活動している民間

の団体やグループ

上限50万円（1万円単位、対象経費の2/3）

一部の普及・啓発活動は上限10万円までとし対

象経費全額助成

公益信託しまね女性ファンド事務局

TEL 0854-84-5514

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4675

■締切日 ：

■ 対 象 ：

■助成金額：

●問合せ先：

令和4年1月20日(木)17時Web締切

社会福祉を目的とし、社会的意義があり、他のモ

デルとなる、民間の事業・活動。開拓的ないし実

験的な社会福祉に関する科学的調査研究。新型

コロナの影響で困窮する人々を支援する事業。

総額9,000万円を予定

応募額は1,000万円以内

公益財団法人 三菱財団事務局

TEL 03-3214-5754

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4684

■締切日 ：

■ 対 象 ：

■助成金額：

●問合せ先：

令和4年1月12日(水)必着

営利を目的としない民間団体。社会のニーズに対

応した地域活動、地域環境の保全と向上、地域コ

ミュニティの創造・活性化、安心・安全に暮らせる

地域の実現、その他、豊かな住環境の実現に繋

がる活動。

１件あたり120万円以内

一般財団法人 ハウジングアンドコミュニティ財団

TEL 03-6453-9213

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4678

■締切日 ：

■ 対 象 ：

■ 表 彰 ：

●問合せ先：

令和4年1月11日(火)当日消印有効

特に制限なし。個人でもグループでも応募可。広く

島根県民に愛されるような「愛称」と「スローガン」

を募集します。

最優秀賞 各１作品賞状、賞金５万円

優秀賞 各３作品賞状、賞金１万円

※高校生以下の場合は、図書カード

島根県 環境生活部 スポーツ振興課

TEL 0852-22-6096

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4681

若村麻由美の劇世界
「曽根崎心中」

■開催日時：
■ 会 場 ：
■ 料 金 ：

●問合せ先：

令和4年1月15日(土) 開場13：20 開演14：00 
スサノオホール 大ホール
S席4,000円、S席ペア7,000円、A席3,000円、
A席ペア5,000円、学割2,000円（中高大学生）
NPO法人スサノオの風
TEL 0853-84-0833
https://www.shimane-ikiiki.jp/events/4642

原文による語り芝居「曽根崎心中」
作 ：近松門左衛門
出演：若村麻由美（俳優）、本郷弦（黒衣）、

設楽瞬山（吹き物）、橘政愛（打ち物）、
演出：笠井賢一



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46名掲載中

もっと詳しく！

松江商業高校卒業後、ブライダル業などを経て2007年に玉造
温泉の旅館などのオーナーらと共同出資の玉造温泉まちデコ
を設立し、2012年に社長に就任。『島根の玉造温泉を全国
トップ10に入れる』と目標を掲げ、地域の人と仲間に支えら
れ2016年に温泉総選挙でグランプリ受賞。危機的状況にあっ
た玉造温泉を再生・活性化させるために立ち上がった、その
軌跡をnoteに執筆しています。

●9、10月の新設NPO法人
特定非営利活動法人Green-Light（浜田市）精神的・経
済的自由を身につけたい社会人に対して、精神的自立、経
済的自立に関する情報提供を行い、キャリアづくりに寄与
することを目的とする。

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

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♪

【アドバイスできること】

・お金に関わること

・起業

・まちづくり

・組織

・通販

・ふるさと納税

【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】
・ふるさとの自然体験学習プログラムの
アイディア提供

・当方に滞在している国際ボランティア
の各地体験交流事業への派遣

・認定ＮＰＯのメリットとデメリットに
ついて

【活動分野】

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

大田市ゲストハウス雪
見院を運営し、国内外
の旅行者へ体験交流活
動を提供しています。
多文化共生の拠点とし
てご活用ください。

「お金と両想いになる
生き方」のワークを開
催しています。色々な
本音を語っております
ので、ぜひnoteを読ん
でみてください！

島根県大田市出身、京都大学文学部卒業。40歳で自主的に
「定年帰農」を決めて、2000年から島根県にUターンし林業の
現場作業を学ぶ。森林作業のかたわら2003年からＮＰＯ法人
緑と水の連絡会議の設立に関わり事務局長を務める。2006年
には中四国地方で初の国税庁認定ＮＰＯを取得した。メイン
としている市内小学校を対象とした森林環境教育は15年の
キャリア。最近では保育園や小中高校あわせて年間50回程度
の出前講座を行っている。

角 幸治さん（松江市）

(株)玉造温泉まちデコ 代表取締役

すみ ゆきはる

わだ じょうじ

和田 譲二さん（大田市）
認定ＮＰＯ法人緑と水の連絡会議 ・ 事務局長

県内NPO情報 R3.10.31現在

県内ＮＰＯ法人数

全体 284

内認定 6

内特例認定 0

新設ＮＰＯ法人数 1

解散ＮＰＯ法人数 2

しまね社会貢献基金登録団体数 74

だんだん認証レベル取得団体数
全体 41

内レベル２ 33

[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）

発行元
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