
とき：平成２１年１０月２６日（月）１０：３０～１６：３０
ところ：いわみぷらっと会議室（浜田市相生町１３９１
　　　番地８シティパルク２階）
費用：１，２６０円（テキスト：組織を育てる１２のチカラ）
定員：４０名

１０：３０ 講義「市民団体運営に必要な１２のチカラ」
１３：００ ワーク「自分の団体に必要なチカラは何か」
１５：００ 講義「最も要望の多かったチカラの解説」
１６：３０ 終了

スケジュール

地域づくりマネジメント基礎講座　
気軽
に参
加

体験
コー
ス

とき：平成２１年１０月２７日（火）１０：３０～１５：３０
                　２８日（水） ９：３０～１５：３０
ところ：いわみぷらっと会議室
費用：６，９００円（宿泊、食事、体験代）
　　 １，２６０円（テキスト：組織を育てる１２のチカラ）
定員：３０名

とき：平成２１年１０月２７日（火）１６：３０～１８：３０
ところ：夢の音村（浜田市金城町久佐ハ２９５－１３）
定員：３０名
特徴：夢の音村の成り立ちや目指していくものの発
　　 表・講師からのコメントと参加者みんなでウ
　　 インナーづくりを体験。  

地域づくり実践交流会（兼宿泊）

地域づくりパワーUP研修
１泊
２日
の

じっ
くり
コー
ス

スケジュール
１０月２７日（火）
１０：３０ 講義とワーク「課題解決力をつけよう」
１３：００ ワーク「課題の原因・背景と対策の検討」
１５：３０ 1日目終了
（地域づくり実践交流会のため夢の音村へ）
１６：３０ 発表「夢の音村が目指すもの」
１７：３０ 体験「ウインナー作り」
１８：３０ 交流会（夕食）

１０月２８日（水）
７：３０   朝食
８：３０   いわみぷらっとへ移動
９：３０   講義とワーク
        「課題解決のためのスケジュール作成」
１１：００ ポスターセッション
１３：００ ワーク「スケジュールの再構築」
１５：００ まとめ
１６：００ 終了

ＮＰＯ法人、任意団体、公民館等で地域のために働く皆
さんが一層“頑張るぞ!”と思う目からうろこの大人気研
修を今年も開催します！

今年は研修＋体験型交流会を用意して皆さんの参加
をお待ちしています。

講師はこの人！
87年に京都大学を卒業し、（株）リクルートに入社。
その後、国際青年交流ＮＧＯ代表や国会議員政策
秘書などを務め、94年に人と地球と組織のための
国際研究所（IIHOE）を設立。NPOや社会責任・貢献
志向の企業マネジメント、環境・社会コミュニケー
ションの推進を支援している。

川北　秀人氏
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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)

　　地域づくり団体
マネジメント研修 in浜田お悩

み解
決！

申込みは電話、FAX、E-mail又は郵送でお願いします。
お申込みの際、以下の項目を記入してお送り下さい。
・団体名、団体住所、電話番号
・参加者氏名、E-mail、緊急連絡先、テキストの有無、
 参加者名簿の記載の有無、参加希望の研修

お申し込み・お問い合わせはこちらまで↓
　財団法人ふるさと島根定住財団　（担当：樋口・藤原）　

日帰りのみ、宿泊のみ
でも３日間でも参加を
受け付けます。定員数
に限りがあります。参
加申し込みはお早めに！
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ＮＰＯ法人チャイルドラインしまねでは講師に増田恭男氏
（専門：ひきこもり、発達障害）を招き講演会を開催します。
　○日時：１０月１８日（日）　１２：３０～１５：００
　○会場：ビッグハートいずも　白のホール
　○入場料：５００円
 問合せ：ＮＰＯ法人チャイルドラインしまね事務局
 TEL：０９０－６８３７－３８６９（担当：須田）　
 URL:http://renkei-gp.org/group/childline_matsue/?
     FrontPage

今様々な分野で、いろんなモノが崩壊している時代。いった
いこの時代に、どんなチカラがあれば乗り切れるのか？講
演に中村勝雄氏を迎え、壊れた時代を楽しむヒントを探る。
　○日時：１０月２４日（土）　１３：３０～１５：３０
　○会場：大田商工会議所（大田市大田町大田イ３０９－２）
　○参加費：無料
　○定員：１３０名（１０月１０日までに事前申し込みが必要）
 問合せ：つながるチカラ研修会事務局
 FAX:０８５３－７２－７２８９ 

つながるチカラ
　　　　　　研修会開催

10/24

子育て講演会 
 演題「まだ途中です」 

10/4~
11/23

ＮＰＯ法人あしぶえがおくる大好評のミュージカル民話を
今年も公演。稽古は完全公開です、ぜひお越し下さい！
　○日時：１０月４日（日）～１１月２３日（月・祭）の全９回
　○会場：しいの実シアター（松江市八雲町平原４８１－１）
　○内容：雪降山に住む狐おこんは木こりの斧吉に思い
　　を寄せる。斧吉の危機を救ったおこんは斧吉に“恩返
　　しがしたい”と言われ、胸の内を打ち明けるが・・・。
 問合せ：ＮＰＯ法人あしぶえ
 TEL：０８５２－５４－２４００　FAX:０８５２－５４－２４１１
 URL：http://www.yitf.org/

唄って踊るミュージカル
　　　　おこんの初恋
            

10/10
相田みつを美術館　館長
相田一人氏　記念講演会

「にんげんだもの」で有名な相田みつを氏の長男、一人
氏の記念講演会を開催します。会場では相田みつをグッ
ズも販売予定です！ご来場、お待ちしています。
　○日時：１０月１０日（土）　９：４５～　
　○会場：安来市民会館大ホール
　○参加費：１，０００円（高校生以下は無料）
問合せ：ＮＰＯ法人青少年サポートの会
TEL/FAX：０８５４－２２－０８５０
URL：http://www.city.yasugi.shimane.jp/system/mt/
　　myhp/?id=syanichi-2

10/18

ＮＰＯ法人療育センター燦々では恒例のさんさん祭を開催
します。皆様お誘い合わせのうえお越し下さい。
　○日時：１０月１８日（日）　１０：００～１３：００
　○会場：ＮＰＯ法人療育センター燦々
　　（出雲市平田町２９４４－１）　
　○内容：さをり織のコースター、贈答品、クッキー、地元
    産の柿、生麺等を販売予定　
 問合せ：ＮＰＯ法人療育センター燦々
 TEL/FAX：０８５３－６３－５６０４　
 URL:http://rsansan.exblog.jp/

「さんさん祭」バザー
　　　　　開催決定！

10/11

ＮＰＯ法人はとぽっぽでは困った時はお互いさまの精神で心
豊かに生活が出来る地域づくりの為に講演会を開催します！
　○日時：１０月１１日（日）受付１３：００　１３：３０～１６：００
　○会場：いわみ～る　４０１研修室
　　（浜田市野原町１８２６－１）
　○参加費：入場無料（定員：２００名）
　○内容：女性問題を中心に評論・文筆活動を行う吉武輝
　　子氏による講演と質疑応答
 問合せ：ＮＰＯ法人はとぽっぽ（浜田市朝日町９３番地１２）
 TEL：０８５５－２５－０１６０　FAX:０８５５－２５－０１５５

　第７回福祉講演会

「病気になっても病人にならない」

安来市赤江交流センターでは講師に富田冨士也氏を招き、
「子供だけでなく、大人だって抱きしめられたい」～人権は
“台所”から考えよう～の講演会を開催します。是非お出か
け下さい。
　○日時：１０月２日（金）　１０：４５～１２：２５
　○会場：安来市立赤江小学校体育館
　　（安来市赤江町１８４３）
 問合せ：安来市赤江交流センター
 TEL:０８５４－２８－８９８２

赤江地区人権講演会
　　　　開催のお知らせ

10/2

10/16

おもいやりネット出雲では小学５年生と赤ちゃん、お父さん、
お母さんとかかわる体験を通して“人間関係の基礎”を学ぶ
「赤ちゃん登校日」を開催します。生後４ヶ月～６ヶ月の赤
ちゃんとそのご両親、一般の参観者を大募集！
　○日時：第１回　１０月１６日（金）９：４０～１１：１０
　　（第２回：１１月５日、第３回：１２月１４日開催予定）
　○会場：神戸川小学校　体育館（出雲市腰町８０８番地）
問合せ：おもいやりネット出雲（出雲市大津町２０９６－３）
TEL：０８５３－２２－２０５５　FAX:０８５３－２２－２１５７

いずも「赤ちゃん登校日」

　　　　開催のお知らせ　

　



穂なみネット２１代表
渡部　直樹さん

“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。

からだ"と痛感。そのため、その点を意

識した事業運営を心がけた。

　ボランティア活動や海外研修などで

出来たネットワークをいかして、事業も

軌道にのってきた。障がい者福祉を中

心に活動する「コミュニティサポートい

ずも」の事務局長も兼任し、事業の運

営に携わる。難病や障がいを持つ児童

を受け入れており、"健常な子どもが一

般の学童クラブで過ごすように障がい

をもつ児童が過ごせないのはおかしい

のでは？"と感じている。障がいをもつ

児童が快適に過ごせる場の提供に意

欲的だ。

　渡部さんにとっての達成感はＮＰＯ

法人が民間の銀行から融資を受けられ

る程成長したこと。"１０年前は到底叶

わなかった事で、今は社会の仕組みの

一部になれたのでは"と笑顔。長い間、

求められるサービスを確実に提供して

きた地道な努力により信頼を得ている

のだ。

　これからやりたい事は公的福祉サー

ビスの制度でカバーできていないニー

ズについて、調査と実践を通して市町

村をパートナーにした仕組みを創ること

だ。地域のノーマライゼーションの促進

にも貢献できると確信している。

　「穂なみネット２１」の主な事業は

高齢者デイサービスとケアマネジメ

ント事業。渡部さんが法人設立した

のは平成１２年。当時、ＮＰＯ法人は

県内にまだ１０団体程度で、周知不

足などからＮＰＯに対する誤解や偏

見が強かった。そこで当時の法人同

士で結束して「ＮＰＯ活動促進委員

会」を作り、自ら勉強会やＮＰＯフォ

ーラムを開催した。いわば県内初の

ＮＰＯ中間支援組織であった。その

ような初期のさまざまな活動を通し

て、"自分たちに必要なものはまず

専門性と自主財源の確保、人材育成

である、提案的な活動をするのはそ

穂なみネット２１

施設で遊ぶ子供たちとスタッフ

島根県大東町出身。大学卒業後、流

通の仕事に就く。退職後、ボランティア

活動を通じて福祉に興味を持ち、穂な

みネット２１を設立。現在はコミュニティ

サポートいずもの運営に力を入れる。

介護保険事業が主たる事業だが、子

供達と高齢者のそば打ち体験など世

代間交流にも力を入れる。

初心忘るべからず

経験から学んだ事

コミュニティサポートいずも

平成13年に設立。障がい者のための

ヘルパー派遣、障害者居宅支援事業

などを行う。穂なみネット２１と事業所を

共にしている。出雲市里方町。

海士町を拠点に活動する「松島ダイビング推進協議会」から
活動のお知らせです。イベントの中でも海底清掃は５年続く
事業です。是非ＨＰをご覧下さい。
　○主な活動：海底清掃、海底研究、島大生との交流活動等
 問合せ:〒６８４－０４０２　島根県隠岐郡海士町豊田２－１
 TEL/FAX:０８５１４－２－１２０３ 
 E-mail:matsuds@matsushima-ama.jp 
 URL:http://matsushima-ama.jp/15.html

松島ダイビング推進協議会
         活動のお知らせ

財団法人都市緑化基金では生活に身近な場所に緑豊かな
環境を創造する事を目的に行なう住民活動を支援します。
　○締 切 日：１０月３１日（土）　当日消印有効
　○助成金額：１団体あたり１００万円が上限（約３０団体）
　○助成期間：平成２２年３月から平成２３年３月まで
　○対象団体：森づくりに取り組む町内会、学校等の団体
 問合せ：財団法人都市緑化基金「花王・みんなの森づくり
　　　　活動助成」係
 TEL:０３－３２３５－８０６５　FAX:０３－３２３５－８０６７
 URL:http://www.urban-green.or.jp/

第10回　花王・みんなの
　　森づくり活動助成

~10/31
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平成２２年度キリン福祉
　　　　　財団　公募事業

~11/9

キリン福祉財団は「地域に根付く小さな福祉活動」を公募形
式で応援します。
問合せ：財団法人キリン福祉財団事務局(米内山・千葉)
TEL:０３－５５４０－３５２２

　○締 切 日：１１月９日（月）　当日消印有効
　○助成金額：１団体あたり３０万円が上限（対象経費：謝
　　金、備品費、製作費、会場費、その他）
　○助成期間：平成２２年４月より１年
　○対象団体：地域で子供の福祉活動をする民間団体
　　（４名以上のメンバーが中心となり活動する団体）



団体活動のチラシ等
お送りください。イベント
のチラシも大歓迎！

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

目的及び内容
①平成２０年度に実施した協働実践事業について、
　事業実施団体と行政が認識を共有するとともに協
　働事業の目的や事業成果を評価し、その結果判明
　した問題点や利点を検証する
②個別事業の検証を元に、事業の制度の改善を図る

スケジュール
検証①～④〈「地域における
父親支援ネットワーク構築事
業」、「だれもが安心して育ち
・育てることのできる地域づく
り事業」等〉
検証⑤～⑧〈「障害者の旅を
サポートする人的ネットワーク
の形成と情報発信事業」、「自
然と友に！快適で美しい有木
生活環境整備事業」等〉
制度検証・意見交換
①協働のルール
②複数年度事業
③市町村の事業への関わり
検証会総括

１３：００～

１４：１８～

１５：３０～

１６：５０～

とき：平成２１年１０月７日（水）　１３：００～１７：００
ところ：島根県職員会館　多目的ホール
対象：平成２０年度島根協働実践事業全採択団体
　　 と各事業の担当課
※この会は一般公開ですので気軽にご参加下さい。

【お申し込み・お問い合わせ】
〒６９０－８５０１　島根県環境生活部 
　環境生活総務課　ＮＰＯ活動推進室　 
TEL:０８５２－２２－５２６２　FAX:０８５２－２２－５０９８

平成２０年度
しまね協働実践事業検証会
平成２０年度
しまね協働実践事業検証会

藤原藤原

制作スタッフ日記

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。

介護保険はＮＰＯで
サポートハウス年輪の挑戦（安岡厚子）

　東京都田無市で介護保険
事業を行う「サポートハウス
年輪」のこれまでの活動を
集約した１冊。自主学習グ
ループ「バウムクーヘン」の
成り立ち、グループの発展
的解消とＮＰＯ法人サポート
ハウス年輪の設立等を時代
の変化とともに分かりやすく
解説。法人化後の事業報告
書や障壁についても記載さ
れており、介護分野で活動
する方にお勧めしたい。

　９月１２日にタウンプラザしまねで行われた「しまね社会貢献基金創設記念フ
ォーラム」では２４団体が活動内容を発表されました。すべてを見る事が出来ず
残念でしたが、益田・浜田方面からお越しの方も多く、ＮＰＯ間のネットワーク
づくりにつながるとてもいい機会だったという声を沢山耳にしました。また企業
からの寄付をどのように獲得するか、基金の存在が県民に浸透するにはどうす
べきかなど今後の基金運営に反映されるべき内容が議論されました。
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