
団体名 事業名事業名団体名

ＮＰＯ法人
竹でだんだんしまね

グリーンツーリズム
拠点設立事業

味工房あかつき 農山村体験交流事業
～西谷スタイル～

※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。

ステップアップ事業
（立ち上がり・取り掛かり型）

ジャンプアップ事業
（自立・本格稼働型)

事業内容：味噌づくりを核とした交流事業を実施
①「マイぅまい味噌づくり」で味噌オーナーを募集する
②「地域間交流事業」で地元住民と味噌オーナーの
　交流の機会を設ける

事業内容：古民家と竹林を活用した魅力ある地域づくり
①グリーンツーリズムの拠点として古民家の修復・整備
　を実施し、宿泊施設として利活用する
②プレーパークで炭焼き体験、竹細工体験などイベント
　を実施する

いちからはじめるＮＰＯ法人 ＣＡＮＰＡＮ登録と助成金申請

第１回県民いきいき活動支援事業採択団体第１回県民いきいき活動支援事業採択団体

日　時：９月３０日（水）
会　場：益田市役所分館３階Ｂ会議室
参加費：無料

益田市でＮＰＯ法人・地域づくり団体
に関する講座を開催します！お気軽
にご参加ください！

１０：００～１２：００　[定員３０名]
●講師：中野俊雄氏（当財団専門相談員・行政書士）
ＮＰＯ法人とは何か、自分達のやりたいことはＮＰＯ

で出来るのかといった事を丁寧に解説します。

しまねのＮＰＯはこんなにおもしろい！
●講師：大江基博（ふるさと島根定住財団スタッフ)
島根県内のＮＰＯ法人の事例を紹介します！

１３：００～１７：００　[定員１０名]
●講師：山田泰久氏(日本財団ＣＡＮＰＡＮ企画推進
　チーム）
地域づくり団体・ＮＰＯ法人の皆さん、情報発信や助成
金獲得についてお困りではありませんか？この講座
では実際にパソコンを操作して頂きながら楽しく学ん
でいただけます。

【申込・問合せ】
ふるさと島根定住財団　担当：大江
TEL：０８５２－２８－０６９０
FAX：０８５２－２８－０６９２
E-mail：shimane@teiju.or.jp

※①お名前、②電話番号、③所属団体
（無い場合省略）、④受講講座名を明記
し、FAX、郵送、E-mailでお申込み下さい。

午前か午後の片方でも
両方でも参加を受け付
けます。定員数に限り
がありますので参加申
し込みはお早めに！

味工房あかつきでは味噌オーナーを募集しています。
関心のある方はまずお問い合わせください。
【申込・問合せ】
TEL：０８５４－３６－０７１３　担当：岩田

入門講座＆実践講座in益田入門講座＆実践講座in益田

先月号でお知らせした県民いきいき活動支援事業の審査会において、下記の団体が採択されました。

入門講座
実践講座
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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)



助成金&イベント情報助成金&イベント情報
募集情報イベント情報助成情報

9/30

ヨネックススポーツ振興財団は青少年のスポーツ振興を
積極的に促進する団体を支援します！
　○締 切 日：９月３０日（水）
　○助成金額：年度内に予定する１つの事業の２分の１で
    概ね１００万円以内　　
　○対象団体・対象活動：青少年のスポーツ振興に関す
    る事業を奨励し、または自ら行い、３年以上継続して
　　いる団体（その他条件が２つ）
　○実施時期：平成２２年１月～３月と４月～６月の事業
 ※資料請求、申請用紙についてお問い合わせ下さい。
 問合せ：財団法人ヨネックススポーツ振興財団事務局
 TEL：０３－３８３９－７１９５　FAX：０３－３８３９－７１９６

社団法人倫理研究所では地域開発、環境、教育,医療等の
各分野で、グローバルな視野に立って行動を起こし、広く生
命環境の改善に貢献する団体・個人を顕彰します。
　○締 切 日：９月３０日（水）　当日消印有効
　○表彰内容：平成２２年３月に賞状と副賞（１００万円）贈呈
　○対象団体：当該の活動が営利を目的とせず、５年以上継
　　続し、顕著な実績を上げている団体または個人
　○対象活動：地域開発・環境など６分野に該当する活動で
　　活動部門は国際活動と国内活動部門
 問合せ：社団法人倫理研究所
 TEL：０３－３２６４－２２７９　FAX：０３－３２６４－７８８１ 
URL：http://www.rinri-jpn.or.jp/suishin/suishin.htm

第１３回地球倫理推進賞
　　　　　公募します

~9/30

ヨネックススポーツ
　　振興財団助成情報
            

9/6

すべての人がその人らしい最期を送るために・・・なごみの
里が今年も出雲で来場者様参加型イベント「よりあいディ
スカッション」を開催します！是非ご参加ください。
　○日時：９月６日（日）　１２：３０受付　１２：５０講演開始
　○会場：出雲市駅前　パルメイト出雲
　　　　 （島根県出雲市今市町２０６５）
　○内容：柴田久美子氏（ＮＰＯ法人なごみの里代表）の
　　講演他、「看取り」と「介護」について来場者と共に考
　　える「よりあいディスカッション」を予定しています。
 問合せ：出雲なごみの里（出雲市高松町１５８９－１０）
 TEL：０８５３－２８－０６８７
 URL：http://nagominosato.org/

出雲よりあい
ディスカッション開催！
            

島根の地から
温暖化対策の環を広げよう

~9/18

平成２１年度「しまね環境一品！知恵の環づくり根っとわーく
事業」では、地域発の地球温暖化対策プロジェクト「一村一
品」を募集します。

○締 切 日：９月１８日（金）
○対象団体：島根県内に主たる活動区域、事業所、住所
　がある団体等４項目を満たす団体
○対象活動：地球温暖化対策の地域ぐるみの活動、地球
　温暖化対策に役立つものづくりの利活用など
○表彰内容：グランプリ１団体（全国大会へ推薦）、準グラ
　ンプリ１団体、特別賞若干

問合せ：島根県地球温暖化防止活動推進センター
TEL：０８５２－３２－５２６０　FAX：０８５２－３２－５２６５
URL：http://nature-sanbe.jp/eco

9/27
新作！アンディ先生の
ストリートマジックショー 

ありえない瞬間移動、驚異の貫通・・・。信じられないこと
が、目の前で起こります！アンディ先生のマジックショー
にぜひお越し下さい！また新入会員も募集しています。
　○日時：９月２７日（日）１６：００開場　１６：３０開演　
　○会場：島根県民会館中ホール
　○参加費：４，４００円（この作品のみ観賞の方：入会金
　　５００円と３ヶ月分会費３，９００円）
　　入会金：５００円　会費：１ヶ月あたり１３００円
　※託児を希望の方は９月１８日までにお申込下さい。
問合せ：ＮＰＯ法人おやこ劇場松江センター
TEL/FAX：０８５２－２２－４９３７
URL：http://enjoy.oyakomatsue.com/

8/31~
9/30

県民自らが地域の多様な課題を解決する為に主体的に
取り組むボランティア・ＮＰＯ活動を支援します！
　○申請期間：８月３１日（月）～９月３０日（水）　必着
　○助成金額：１団体（１事業）あたり１５万円で２００団体
　　程度（助成総額３,０００万円）　　
　○対象活動：地域課題の解決のための活動（ただし営
　　利事業でないことなど５項目に該当しない事業）
　○対象団体：島根県内に活動拠点があり、２人以上で
　　構成される団体（法人格の有無、種別は問わない）　
 問合せ：島根県ボランティア振興センター（児玉・岩﨑）
 TEL：０８５２－３２－５９９７　FAX：０８５２－３２－５９７３
 E-mail：voc@fukushi-shimane.or.jp

人・まちファンド
　　　　　助成情報

9/23

だんだん「愛」フェスタ実行委員会では～踊って、踊って、す
こやか祭り～と題したイベントを開催します。古志原ドリーム
や忌部魂など出演団体多数！是非お越し下さい。
　○日時：９月２３日（水）　１３：００開場　１３：３０～１６：００
　○会場：島根県民会館大ホール
　○参加費：入場無料
　○内容：欠野アズ紗氏による講演（演題：すべてに愛を）
　　や南中ソーランなど出演団体によるダンス
問合せ：だんだん「愛」フェスタ実行委員会
TEL：０９０－１５７３－０３１９（担当：福田）
※只今出演団体を募集しています！お問い合わせ下さい。

　だんだん「愛」フェスタ

　　　　　inしまね　開催！



９：３０～１１：５０　
基金登録団体の自己紹介とアイデア発表会

基金登録団体の活動状況や寄附を受けて実施した

い事業を発表します。（２２団体予定しています）

１３：００～１４：００　基調講演
①講師：山形県市町村支援課長補佐　安孫子義浩氏

　演題：「やまがた社会貢献基金と企業のＣＳＲ活動」

②講師：日本財団ＣＡＮＰＡＮ運営責任者　寺内昇氏

　演題：「公益活動団体の資金獲得につながる戦略的な

　　　 情報発信について」
１４：１０～１５：３０　ＮＰＯとの意見交換会

講師２名を含むパネラー４名とコーディネーターが基金

を活用した新たな協働のステージに向けた取り組みに

ついて意見交換を行います。

「しまね社会貢献基金」創設記念フォーラムを開催します！

※詳細は島根県のＨＰをご覧下さい。
URL：http://www.pref.shimane.lg.jp/npo/fund/

yasugi職人ライフ代表
鍛冶工房　弘光
小藤　宗相さん

“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。

　商工会からの声掛けがきっかけで

yasugi職人ライフを結成。メンバーは醤

油、乳製品の製造者や建築士など職業

の異なる若手職人ばかり。同世代の会

員と繋がるきっかけができ、価値観の

違いも刺激になる。

　困った事は自主財源の確保の難しさ

と今までの活動を振り返る。財源は会

費と商工会からの割り当て、併せて約

３０万。出来る事は限られていた。通常

業者に頼むようなデザインなどはすべ

て知り合いに無償でお願い。お金がな

い分、知恵とネットワークを生かした。

今年度は助成を受けて何とか活動が出

来たが、団体をいかに自主財源で運営

するかが今後の課題だ。

小さな事業所の集まりというのがyasugi

職人ライフの特徴。仲間のお店に"○

○さんがいるから買いにきました"とい

うお客さんを増やしていきたい。販売

者の人柄を売りにしてキラリと光る人の

集まりにしていきたいと語る。会員の数

もつくる物の数も多ければいいという

わけではない。自己満足せず、"現代

の生活に合っているもの"をつくり、今

以上に質を高めていくことに努める。　

　「鍛冶屋の仕事は３Ｋ（危険、汚

い、きつい）の最たる仕事。」東京

で家業とは縁の無い企業へ就職し

たのもそれで生活ができるだろう

かと不安を感じていたからだ。　�

　そんな時、都内の百貨店から取

り扱いの依頼がきた。少しずつ市

場が広がっていき"自分にもできる

事かもしれない"と徐々に家業へ

の思いが募っていった。Ｕターン後

は美術館の館員をしながら鍛冶工

房の手伝いをしていたが、今は鍛

冶に全力を注いでいる。

yasugi職人ライフ

好評の「工房めぐりマップ」最新版

安来市広瀬町出身で、将来は工房

の11代目に就く予定。安来市商工会

の若手メンバー9人で平成19年6月

にyasugi職人ライフを結成。

主な活動は安来市広瀬町・伯太町の

若手職人の特徴と事業所を紹介する「

工房めぐりＭＡＰ」の作成やオリジナル

グッズの製作。平成２０年度のステップ

アップ事業採択団体。今後はメンバー

同士の共同作品の商品化や定期的な

シークレットイベントを予定している。

量より質が基本

自己満足しない

４月に創設しました「しまね社会貢献基金」を
広く県民や企業の皆さんに知っていただくた
め、基金の創設記念フォーラムを開催します
。講演会やＮＰＯとの意見交換会を行い、基
金を活用した新たな協働のステージに向け
てスタートを切ります。

日時：平成２１年９月１２日（土）　９：３０～１５：３０
会場：タウンプラザしまね２階・６階
　　 （松江市殿町８－３）
定員：１５０名（参加無料）

【問合せ】
島根県環境生活総務課ＮＰＯ活動推進室
TEL：０８５２－２２－５２６２
FAX：０８５２－２２－５０９８
E-mail：npo@pref.shimane.lg.jp
※申込みはメールでお願いします。
①お名前②団体名③電話番号等の連絡先を
記載してください。

プログラム



団体活動のチラシ等
お送りください！

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
　お盆を過ぎてからようやく
夏らしい天気になりました。
お盆中に安来に行き、しま
ね県民活動支援センターが
ＮＰＯ等に行う中間支援の
概要をＰＲする機会がありま
した。多忙な時期にも関わ
らず理事長の方々とお話をさせて頂き、、センタ
ーに対する理解を深めていただくことが出来まし
た。最後に「松江に行く際には寄らせてもらいま
す」と仰って下さいました。私も事業内容を教え
て頂き、勉強になりました。今後もどんどん多方
面につながりを広げたいと思います。

地域づくり団体・ＮＰＯ法人の皆さんの
活動が分かるパンフレット、報告書、定
期発行物などを随時受け付けていま
す。広く県民にＰＲするツールとして当
センター内にある地域づくり団体・ＮＰ
Ｏの情報コーナーをご利用ください。

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。

〈地域人〉とまちづくり（中沢孝夫）

まちづくりに関わる人なら誰
でも知っているであろう北
海道・十勝の北の屋台村に
ついて書かれている。地域
再生への障壁や努力、成果
が詳しく述べてある。また、
北の屋台村のモデル性・社
会貢献度の高さもうかがえ
る。そのほかに、まちづくり
と「環境」の密接さや行政発
の地域活性化の欠陥などを
事例を通して分析している。

「社
会貢
献・
地域
づく
り等

　助
成制
度合
同説
明会
」

　緊
急開
催の
おし
らせ
！

県内５カ所で４つの制度を１度に紹介するとってもお得な説明会です！
個別相談も行います。定員になり次第締め切りますので興味がおあり
の方は今すぐご連絡ください！

○開催日程・会場
　松江：９月４日（金）１８：００～２０：００　　いきいきプラザ島根（定員３０名）
　出雲：９月５日（土）１０：００～１２：００　　出雲市総合ボランティアセンター（定員３０名）
　浜田：９月６日（日）１５：００～１７：００　　浜田市総合福祉センター（定員２０名）
　益田：９月７日（月）１０：００～１２：００　　益田市総合福祉センター（定員３０名）
　隠岐：９月１０日（木）１２：３０～１４：３０　島根県隠岐支庁別館（定員３０名）

○４つの助成制度とは・・・
　①人・まちファンド（島根県社会福祉協議会）
　②ＮＨＫ歳末たすけあい配分（島根県共同募金）
　③社会貢献活動支援・単年型事業（ふるさと島根定住財団）
　④地域活性化支援事業（ふるさと島根定住財団）

【申込・問合せ】
ふるさと島根定住財団　担当：樋口・陰山
TEL：０８５２－２８－０６９０　
FAX：０８５２－２８－０６９２
E-mail：shimane@teiju.or.jp
※締切日は会場によって異なります。詳細
はお問い合わせください。
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１度で４つの制度説明会　参加者大募集！
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