
寄付キャンペーンへの準備を進める６団体。地域課題の解決や活性化に向けたチャレンジへ、ご支援をお願いします！

Vol.159

2022.2.20

NPO活動に必要な資金や支援の調達を図るファンドレイジング。この基本的な考え方から計画立案、実践まで学ぶ
「NPOのための実践型ファンドレイジングセミナー」を、4回シリーズ（令和3年11月24日～令和4年3月9日）で開
催しており、6団体が寄付キャンペーンに挑戦する準備を進めています！多くの団体に共通の課題であるファンドレ
イジングのヒントを、その中から見つけてみてくださいね！

っちゃん
がいく！

第62回 NPOのためのファンドレイジングセミナー

寄付キャンペーンへ始動！

Vol.161

目 的：子どもの居場所づくり活動等への

理解を得るためのHP作成等

活動案：寄付と募金箱設置のお願い等

目 的：尾原ダムを知ってもらい来訪者を

増やすための竣工10周年事業準備等

活動案：Syncableの導入等

目 的：シアター周辺の樹木等につるす灯り

を増設し癒しのスポット整備

活動案：Syncable等で寄付呼びかけ

目 的：女性のネットワーク構築と子育て

世代のママのプラットホーム創設等

活動案：クラウドファンディング等

目 的：就学援助世帯の子どもたちが安心

して暮らせるまちづくり

活動案：募金箱を100箇カ所設置

目 的：高校生ネットワークを構築し持続

可能な若者の地域参画を実現

活動案：活動報告会等で寄付をお願い

NPO法人スペース

①5W1H
何を実現するために・何を・いつ・
誰から・どこから・どうやって
集めるのかを整理しよう

②自団体の目指すべき自主財源が
支援性財源（寄付・会費等）か
事業収入か見極めよう

③団体のステークホルダー（利害関係者）
を把握し、増やしたい層とそのための
方法を考えよう

①一般的に支援を集めやすいのは
1:既存（すでに関係ある人）
2:過去（過去に接点のあった人）
3:新規（新規開拓者）
まずは、既にある人的ネットワークからアプローチ！

②目的や団体のビジョンをしっかり打ち出し、メッセージ性を意識
した企画づくりを

③Ｗeb上だけでなく、ちらし等での呼びかけやイベントでの
機運づくりも大切に

④初期の盛り上がりが全体の流れを左右する！プレ営業に力を入れ
スタートダッシュで目標額の20％の獲得を目指そう

資金調達のポイント♪ 寄付キャンペーンの留意点！

セミナーでは、講師の堤大介さん（ファンドレイジングコンサルタント）の助言を受けながら、受講団体がそれぞれの
寄付キャンペーンの概要やアクションプラン、寄付候補者のアタックリスト等を検討・作成しています。互いの情報等
も共有し合いながら、ともに学んでいます！

催しの来場者への
お願いはどのように⁉

NPO法人あしぶえNPO法人さくらおろち

NPO法人
プレーパークてんとう虫

NPO法人ＫＥＹＳ フードバンクしまね
あったか元気便

（松江） （雲南） （松江）

（出雲）
（松江） （松江）

寄付をお願いする
時には封筒を渡すと
お札が入り易いかも💡

企業まわりが
上手にできるか

不安😟

手紙・電話・訪問と
ステップを踏んで
やってるよ👍



分　野 応募数 配分数 分　野 応募数 配分数

保健・医療・福祉 7 7 災害救援 1 1
社会教育 1 1 地域安全 1 1
まちづくり 6 3 人権・平和 1 1
観光の振興 1 1 国際協力 1 1
農山漁村・中山間 1 1 子どもの健全育成 9 9
文化・スポーツ 5 3 職業能力・雇用機会 1 1
環境保全 2 2 消費者保護 1 1
※男女共同参画、経済活動、NPO支援は応募がありませんでした

※追加募集数も含めた応募数を掲載しています

フレフレしまね専門相談はこちらから▶

情報提供② ふるさと島根定住財団 NPOに必要な3つの力は

備わっていますか？

本年度もたくさんのご応募、ありがとうございました。

先日、中国ろうきんNPO寄付システムの審査会が行わ

れ、配分団体が決定しました。今後、3月にオンライン

にて贈呈式を開催し、各NPO法人へ配分し、活動に役

立てていただく予定です。今後も温かいご支援をよろ

しくお願いします。

財団からのお知らせ

～役割を終えた時どうする？放置したらどうなる？～

知っておきたいNPO法人の終活
松江NPOネットワーク第13回勉強会が令和3年12月23日(木)にオンラインで開催され、当財団も共催として参加
しました。テーマは「NPO法人の終活」。繊細なテーマですが、NPOに関わる全ての方が知っておく必要がある
大切な情報が詰まったセミナーとなりました。

セミナー内容と流れ

松江NPOネットワークとは
だれもが暮らしやすい社会の実現を目指し、島根県松江市を中心に活動する

NPOのネットワーク。社会貢献活動を行う団体や個人のための交流・情報交

換・学習等の機会創出、多様な主体の協働によるまちづくりのための提案な

どを行う。

中国ろうきんNPO寄付システム審査結果

今年のテーマは
"関係人口と取り組む地域づくり"

情報提供➀ 松江市

▶

▶

▲本年度の配分一覧

1月28日（金）に予定していた「NPO事務局セミナー＆検定」は新型コロナ
ウイルスの感染拡大防止のため、中止とさせていただきました。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。

事業報告書等未提出法人

に対する対応

・対応要領見直し

・督促、催告（再督促）

・聴聞、認証取消

見えてきた実態

➀法人役員・社員の高齢化

➁代表者不在（所在不明・死亡）

➂NPO法に基づく義務の認識不足

開催終了後、3月31日までアーカイブ
配信を行います。ぜひご覧ください！

解散時の困り事

・休眠状態にある

・理事長との連絡がとれない

（所在不明・死亡）

・不動産が処分できない

・過料は誰が負担するか

・休眠法人を放って置くことは借金を
放って置くことと同じ

・自組織の体制を見直したり定款を
理解できているか振り返る

・役員を担うことに責任を持つ

解散＝法人の消滅ではない！

※少なくとも3ヶ月以上の期間が必要

講義 行政書士 中野俊雄 氏

休眠NPO法人の問題点

➀解散決議を行う総会の

招集権が誰にあるのか

➁清算人は誰が就任するか

➂罰則がある

➃役員の連座性

➄税金の滞納

▶

セミナーのポイント

「NPO事務局セミナー＆検定」

島根県の解散NPO法人の活動年数

活動年数

解
散
法
人
数

2021年度 配分団体は

フレフレしまねにて掲載中▶

CANPAN BLOGはこちら▶

解散決議➡解散の登記・清算事務開始

➡官報公告➡債権回収・債務弁済➡残余財産確定

➡残余財産譲渡➡清算結了登記（法人消滅）

活動期間が＜短かった＞団体の主な解散理由
・資金面で運営が難しくなった
・予定していた事業の営業許可が下りなかった

活動期間が＜長かった＞団体の主な解散理由
・指定管理や委託契約が切れた
・理事長が亡くなった
・任意団体に戻った

解散した法人 102法人

最短活動期間 6か月

最長活動期間 20年8か月

平均活動期間 8年2か月

組織力

共感力
課題
解決力

この3つが揃う

ことで成果が

生まれます



第74回 保健文化賞

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25回浜田こども
アンデパンダン展

地域活動団体への助成
「生活学校助成」

今回25回目の節目の年にあたり、近隣中国地方5県の各推薦
校から出品のご協力をいただきました。今年も新型コロナウイル
ス感染症の世界的な拡大の影響を受け海外からの出品は減り
ましたが、つくる楽しさがあふれる作品が届きました。

助成金・イベント情報

2021年度
ノエビアグリーン財団助成

第34回福祉を支援する
「わかば基金」

■締切日 ：

■ 対 象 ：

■助成金額：

●問合せ先：

■開催日 ：

■開催時間：

■観覧料 ：

■ 会 場 ：

●問合せ先：

令和4年2月22日（火）～3月6日（日）

9:30～17:00 （最終入館は16:30まで）

一般200円 高校・大学生100円 小・中学生50円

浜田市世界こども美術館 5-4階 展示室

浜田市世界こども美術館
TEL 0855-23-8451
https://www.shimane-ikiiki.jp/events/4713

令和4年3月30日(水)

地域に根ざした福祉活動を展開しているグループ、

ボランティアグループ、NPO法人等

①支援金部門：1グループにつき、最高100万円

②リサイクルパソコン部門：1グループにつき、3台まで

③災害復興支援部門：1グループにつき、最高

100万円

（福）NHK厚生文化事業団「わかば基金」

TEL 03-3476-5955

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4712

■締切日 ：

■ 対 象 ：

■助成金額：

●問合せ先：

令和4年4月30日(土)必着

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（①及び

②の両方に該当する団体）

①生活学校への参加 ６万円（初年度３万円、２

年目３万円）②全国運動への参加 上限５万（現

在のテーマは「食を通じた子どもの居場所づくり」）

（公財）あしたの日本を創る協会 生活学校募集係
TEL 03-6240-0778
https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4710

2022年度 公益財団法人
ポーラ伝統文化振興財団

■締切日 ：

■ 対 象 ：

■助成金額：

●問合せ先：

令和4年3月31日(木)当日消印有効

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。個

人、団体いずれも可。

1件あたり30万円～200万円

（公財）ポーラ伝統文化振興財団

TEL 03-3494-7653

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4714

■締切日 ：
■ 対 象 ：

■表彰内容：

●問合せ先：

令和4年4月15日(金)当日消印有効
①保健衛生（関連する福祉等を含む）を実際に著
しく向上させた団体あるいは個人②保健衛生（関
連する福祉等を含む）の向上に著しく寄与する研
究または発見をした団体あるいは個人
厚生労働大臣賞（表彰状）、第一生命賞（感謝状、
賞金 団体200万円、個人100万円）、朝日新聞
厚生文化事業団賞（記念品）、ＮＨＫ厚生文化事
業団賞（記念品）
第一生命保険株式会社
コーポレートコミュニケーション部 保健文化賞担当
TEL 050-3780-6950
https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4717

■締切日 ：

■ 対 象 ：

■助成金額：

●問合せ先：

令和4年2月28日(月)必着

島根県出身者で、大学・短大・大学院・高等専門

学校（４年生以上）・専修学校（専門課程）に令和

４年度に進学しようとする人または在学している人

（家計基準や学力基準は設けない）

月額３～７万円（無利子）

（公財）島根県育英会

TEL 0852-28-1981

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4715

森の劇場でお花見を！

■開催日 ：
■ 会 場 ：

■ 内 容 ：

●問合せ先：

令和4年3月30日（水）～4月3日（日）
しいの実シアター駐車場
(松江市八雲町平原481-1)
しいの実カフェ 3月30日（水）～4月1日（金）
さくらマルシェ 4月2日（土）10:00～19:00

4月3日（日）10:00～15:00
特定非営利活動法人あしぶえ
TEL 0852-51-2400
https://www.shimane-ikiiki.jp/events/4711

しいの実シアターは、かくれた桜のスポットです。シアターから

眼下の桜並木もお楽しみいただけます。4月2日（土）は焚き

火を囲んで夜桜もお楽しみください。

令和4年2月28日(月)正午12:00

【個人】将来、世界大会やオリンピック、パラリンピッ

クの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、およびスポーツの振興

に関する事業を積極的に行っている団体等。共に

他要件あり。

1件あたり上限300万円

（公財）ノエビアグリーン財団
TEL 03-5568-0305
https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4702

■締切日 ：

■ 対 象 ：

■助成金額：

●問合せ先：

島根県育英会
奨学生追加募集



ソーシャル人材を探す
しまね地域活動応援サイト「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49名掲載中

もっと詳しく！

出雲市出身。日本音楽療法学会認定音楽療法士。大阪・東
京で音楽療法等について学び、卒業後、首都圏でプロの音
楽療法士として様々な病状の患者さんのリハビリ訓練や、
介護予防教室での音楽健康講座等を実施。2014年に島根へ
Ｕターン。個人事業での起業を経て、2019年に一般社団法
人リージョナルミュージックを立ち上げ、音楽療法の勉強
会や健康体操の音楽ＣＤ製作、障害者と演奏家のコンサー
トコーディネート等に取り組んでいます。

●11、12、1月の新設NPO法人

NPO法人スプリングクラウド（出雲市）

NPO法人しまね里山研究所（美郷町）

特定非営利活動法人言の葉・ことのは（浜田市）
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】

・地方で音楽の能力をどう活かすか

・音楽で進学しＵターン後の進路を

どうするか

・医療福祉教育現場やボランティア

について

・楽しみながら地域の課題解決や

交流をする方法について

【活動分野】

地域資源の活用

移住・交流の促進

社会的弱者への支援

人材育成

【アドバイスできること】

・お金の知識全般

・士業さん達とのネットワーク

おおだ子ども食堂は、
今年で5周年を迎えま
す！毎月第4土曜日に
おおだふれあい会館で
午後5時から7月時まで
やっています。ぜひお
気軽にお越し下さい！

3月頃に、アフリカの
ジャンベ等珍しい楽器
を使ったワークショッ
プも計画中です。輪に
なって一緒に音楽を楽
しみながら、心身をリ
ラックスしましょう！

大田市出身。2017年に大田市へ子ども食堂を開設。小学生
とその家族を中心に、毎回50人程度の利用をいただいてい
ます。日頃は片道70キロの通勤に耐え、土日はボランティ
アに楽しんで参加しています。子ども食堂のほかにファイ
ナンシャルプランナーの活動もしています。お金の周辺知
識全般を勉強して生活者の皆さんに少しでもお役に立てる
よう活動しています。「毎日楽しく」がモットーです。

金築 朋子さん（松江市）

(一社)リージョナルミュージック 代表理事

かねつき ともこ

よこはら おさむ

県内NPO情報 R4.1.31現在

県内ＮＰＯ法人数
（※県外転出が２法人ありました）

全体 283

内認定 6

内特例認定 0

新設ＮＰＯ法人数 3

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 42

内レベル２ 3２

[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

横原 治さん（大田市）

おおだ子ども食堂 店長

【活動分野】

地域コミュニティの維持

地域資源の活用

社会的弱者への支援

その他
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