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地域づくり・NPO活動団体情報紙

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)

定住財団ホームページで
交付要綱や申請書をダウ
ンロードできます。
⇒ http://www.teiju.or.jp

●対象団体：県内の民間団体やグループ、企業、
　　　　　 ＮＰＯ法人等
●対象事業：地域の活性化と団体の自立的経営
　　　　　 に資する活動で、これから規模を拡
　　　　　 大し、本格的に開始・グレードアップ
　　　　　 する活動
●助 成 率：対象事業費の２／３以内
●対象経費：謝金・旅費・施設設備費・原材料費等
●助成額等：３００万円以下（２年以内）

ジャンプアップ事業
ステップアップ事業

「地域活性化活動支援事業」では、地域活性化につながる事業で「事
業自体の継続性と効果の継続性がともに見込まれる」ものを対象に
支援します。まずはご相談ください。

（自立・本格稼働型）
（立ち上がり・取り掛かり型）

問合せ・申請先
ふるさと島根定住財団　（担当：石川・下中）
TEL：０８５２－２８－０６９０  FAX：０８５２－２８－０６９２
E-mail：shimane@teiju.or.jp

平成２１年度

第２回地域活性化活動支援事業　募集中！

１２月１８日（金）

 申請締め切り

●対象団体：県内の民間団体やグループ（法人
　　　　 　格を持たない準備段階の団体）及
　　　　 　びＮＰＯ法人
●対象事業：地域の元気づくりのために団体自
　　　　　 らが実施する継続的な各種活動で、
　　　　　 団体の立ち上がり期の活動や新規
　　　　　 の活動
●助 成 率：対象事業費の２／３以内
●対象経費：謝金・旅費・施設設備費、原材料費等
●助成額等：１００万円以下（１年以内）

中国ろうきんＮＰＯ寄付システムのご案内

当財団と中国労働金庫が協働して行なう
「中国ろうきんＮＰＯ寄付システム」。地域
の課題解決に取り組むＮＰＯに確実に寄
付者の“想い”を届ける制度です。

寄付者って誰のこと？
⇒中国労働金庫に普通預金口座を開設
されているお客様です。活動分野への
寄付（例：環境保全、まちづくり）とおまか
せコース（全１７分野）があり、１年に１回
審査委員会で選考された団体へ配分さ
れます。

１００円からできる
　ボランティア

地域住民の（課題解決に）、
地域住民による（寄付を使い）、
地域住民のための（活動に活用される）
寄付システムです。

普通の寄付とはここが違う！

【問合せ・申込先】
中国ろうきん営業店（または
組合ろうきん窓口）
ＨＰ：http://www.chugoku.rokin.or.jp/

お知らせ：今月号より環境に配慮して、機関紙の添え状を省略させて頂きます。ご了承ください。

※寄付金交付の募集については

　vol.２１（１２月号）にてご案内

　予定です。



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
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財団法人ヤマト福祉財団では障がいのある人もない人も、
共に働き、共に生きていく社会の実現を目指して活動する
団体を支援します！
　○締 切 日：１２月３１日（木）　当日消印有効
　○助成金額：１件当り上限１００万円（障がい者の工賃向
　　上や自立と社会参加に直結する事業を優先します）
　○対象団体：社会福祉法人、ＮＰＯ法人等
　○助成活動：障がい者施設の設備、備品購入への助成、
　　各種会議、出版、調査への助成等４事業
 問合せ：財団法人ヤマト福祉財団（福祉助成金事務局）
 〒１０４－００６１　東京都中央区銀座２－１２－１５
 TEL：０３－３２４８－０６９１　FAX：０３－３５４２－５１６５
 

風の子楽習館では毎年恒例のクリスマス会を開催します！ク
リスマスにちなんだ体験学習やわくわくバンドさんによるコン
サートで盛り上がりましょう！
　○日　時：１２月６日（日）　１０：００～１６：００
　○会　場：手引ヶ丘公園　風の子楽習館
　　　　　 （出雲市多伎町ロ田儀４５８番地１）　　 
　○内　容：体験学習（フィンランドのクリスマス人形作りや
　　ミニケーキ作りなど）、イベント（クリスマスコンサート、ビ
　　ンゴゲーム）、屋台（綿がし、ポップコーンの販売）等
 問合せ：手引ヶ丘公園　風の子楽習館
 TEL：０８５３－８６－３６４４
 URL：http://www.kazenoko-taki.com/index.html

~2010
 1/15

公益信託しまね女性ファンドではしまねの女性が自主的・主
体的に企画実施する活動を支援します！
　○締 切 日：２０１０年１月１５日（金）　当日消印有効
　○助成金額：上限５０万円で対象経費の２/３を助成
　○対象団体：島根県内の女性中心に活動する民間団体
　○対象活動：①魅力ある地域づくり、②男女共同参画社会
　　づくり、③次代を担う人づくり等の４分野
 問合せ：公益信託しまね女性ファンド事務局
 〒６９４－００６４　島根県大田市大田町大田イ２３６－４
 島根県立男女共同参画センター「あすてらす」
 TEL：０８５４－８４－５５１４　FAX：０８５４－８４－５５８９

風の子学習館
　　　クリスマス会開催

「積水ハウスマッチングプログラムの会」では、従業員有志に
よる積立金と積水ハウスからのマッチングギフトの実施により
持続可能な社会の構築に寄与する社会的活動を支援します。
　○締 切 日：１２月２２日（火）　当日消印有効
　○支援内容：「積水ハウスこども基金」、「積水ハウス環境基
　　金」によるプログラム助成（上限２００万円）と基盤助成（イ
　　ンフラ整備や会員拡大等に助成、上限２０万円）
　○対象団体：活動に継続性がある団体（３年以上）
 問合せ：積水ハウスマッチングプログラムの会事務局
 〒５３１－００７６　大阪市北区大淀中１丁目１－８８　
 梅田スカイビル　タワーイースト
 TEL：０６‐６４４０‐３４４０    FAX：０６‐６４４０‐３３６９

積水ハウスマッチング
　　　　　　　プログラム

平成２２年度　
　　　しまね女性ファンド

平成２２年度
　障がい者福祉助成事業

~12/22

※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。
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さんさん第2回講演会
　　　「発達障害の理解」　

さんさん第２回目の講演会を開催します！医療の役割につ
いてＮＰＯ法人療育センター燦々理事長の佐藤比登美が
講演予定です。皆様、お誘い合わせの上ご参加ください！
　○日　時：１２月６日（日）　１０：００～１２：００
　○会　場：出雲市立平田図書館２階　視聴覚ホール
　　　　　 （出雲市平田町２１１０－１）
　○定　員：１００名（定員になり次第締め切り）
　○参加料：会員５００円　　　一般１０００円
 問合せ：ＮＰＯ法人療育センター燦々
 〒６９１－０００１　出雲市平田町２９４４－１　
 FAX：０８５３－６３－５６０４

~12/31

防災教育チャレンジプランでは全国で取り組まれつつある
防災教育の場の拡大、品質向上に役立つ共通の資産をつ
くり新しいチャレンジをサポートします。
　○締 切 日：１２月２１日（月）　
　○支援内容：プランの実施に係る経費の提供（上限３０万
　　円）、報告会等の発表者１名分の交通費・旅費の支給
　○対象団体：防災教育充実を考える学校、地域団体（Ｎ
    ＰＯ、行政機関）等で、報告会に出席できる団体
 問合せ：防災教育チャンレンジプラン実行委員会事務局
 FAX：０３－３５８９－１７０３
 E-mail：cpinfo2865@bosai-study.net

２０１０年度　防災教育
　　チャレンジプラン

~12/21

こころを育む
　総合フォーラム２００９

12/14

夢と希望と豊かな心を育むまちづくりと題し、平成２１年度
こころを育む総合フォーラム２００９in松江を開催します！
園児たちによるハンドベル合同演奏やよさこいカンフー
など見どころいっぱいです。ご来場、お待ちしています。

○日　時：１２月１４日（月）１３：００～１６：００
○会　場：松江市総合文化ホール（プラバホール）
○参加費：無料
○内　容：国際日本文化研究センター名誉教授の山折哲
　雄氏による基調講演、原田美穂子氏（松江市教育委員）
　遠山敦子氏（パナソニック教育財団理事長）を交えたシ
　ンポジウムの開催

※申込締切日：１２月３日（木）
問合せ：こころを育む総合フォーラム実行委員会
TEL：０８５２－２７－８３８８　FAX：０８５２－２４－１０２０



NPO法人　
しまね子どもセンター
理事長　坂本　和子さん

“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。

もが自然環境から離れていくこと
に疑問を抱いた。結婚後、保育か
ら子どもへの社会貢献やボランテ
ィア活動に興味が移っていった。
　松江おやこ劇場の運営委員長や
劇場県協議会メンバーとして「豊か
な子ども時代」の支援を経てＮＰＯ
法人しまね子どもセンターを立ち上
げた。目標は「県内の子どもの育ち
を応援する団体。」
　設立した頃は全国各地で小学生
の殺人事件や高校生のバスジャッ
クなど青少年犯罪が頻発。「子ども
たちが、育ちにくい、辛い社会」に
なった。「子どもの育ち」に危機感を
覚え、（今の子どもたちに）自立し
た大人になってほしいと活動を続
けている。
　「はじめてのおしばい」で子ども
が声を出して笑ったり驚いたりする
姿は微笑ましい、お母さんにとって
も好影響だという。
　「後継者育成が多くの団体の課
題ですが？」と尋ねると、「団体維持
のための活動は考えていない。後
継者がいなければ今のメンバーで
終わりかも。」との答え。数年前に
活動休止・解散を考えた時期からそ
う考え始めたそうだ。「センターを
卒業しても、やりたい事を見つけて
も、生涯"子ども"に関わりたい。」

NPO法人

しまね子どもセンター

今一押しの「おそとであそぼ！」事業の様子

島根県邑智郡出身。島根県立大学

在学中におやこ劇場の会員になり、

就職・結婚後には運営委員長を務め

た。１1年前にNPO法人しまね子ども

センターを設立、理事長に就任。

「子どもが健やかに育つ地域づくり」を目

指して１９９９年に設立。現在「子どもを支

援するためには、一番身近な環境にいる

親への支援も」のコンセプトで活動中。

今年度「県民いきいき活動奨励賞」を受

賞。島根県大田市。ＨＰはこちら↓

http://www.iwami.or.jp/kodomo/

子どもと同じ目線

いつまでも大切に

「年相応」という言葉が嫌いな坂
本さん。「たとえば４０歳なら４０歳
らしくしなさいというフレーズ。気
持は自由でいてもいいと思う。子
どもがしゃがんで物を観察するよ
うに私もしたい。」興味を持つと
周りが見えなくなることも。「数年
前にデパートで迷子になり、事務
局長に呼び出されたこともある」
と笑う。
　小学生のころから保育士を目
指していた。転勤が多く、友達と
離れるのは辛かったが、今思うと
友達が増えるいい経験だったと振
り返る。大人になるにつれ、子ど

地域づくりアドバイザー地域づくりアドバイザー派遣事業

Ｑ．地域づくりアドバイザー派遣って？
Ａ．地域活性化に取り組む民間団体、ＮＰＯ、
学生グループ等の要請に応じて専門知識・経
験を有するアドバイザーを派遣し、指導・助言
を行なう制度です。

Ｑ．アドバイザーって団体で探すの？
Ａ．特定のアドバイザーが決まっていなけれ
ば一緒にアドバイザーの選定から職員がお手
伝いします。アドバイザーが決まっていれば
具体的な内容や日程をご相談ください。

Ｑ．何回、何時間受けられるの？費用は？
Ａ．１団体につき最大４回、計１６時間の派遣
が可能です。費用については派遣に対する
謝金及び旅費を財団の規定に基づきアドバイ
ザーにお支払いします。

たとえば・・・
・地域のお年寄りが作る無農薬野菜・米の余りを活
用し、多くの人に安心・安全な食事を提供したい！
どんなメニューなら商品化できる？
⇒米粉・野菜を使った調理方法、メニュー開発の
指導ができる料理専門家を派遣

・高齢化の進む地域で草刈労力軽減のため、羊の
放牧を始めた。羊毛を加工・活用するための技術
を教えてほしい！
⇒手紡ぎ・染色の技術者を派遣

問合せ・申込先

（財）ふるさと島根定住財団
〈松江事務局〉担当：陰山
TEL：０８５２－２８－０６９０
FAX：０８５２－２８－０６９２

〈石見事務所〉担当：河野
TEL：０８５５－２５－１６００
FAX：０８５５－２５－１６３０



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
　１１月にはいり、松江は急
に寒くなってきました。これ
から季節性のものを含むイ
ンフルエンザや風邪を引き
やすくなります。うがい手洗
いの徹底や体を温めるなど
して、お体にお気をつけくだ
さい。
　また先月の地域づくり団体マネジメント研修に
は多数ご参加をいただき、ありがとうございまし
た。地域課題の解決に近づくヒントやツールを持
ち帰っていただけいたら幸いです。第２回研修
は来年３月に開催予定ですので、こちらもご参
加頂ければと思います。開催が近くなりましたら
お知らせいたしますので、ぜひご参加ください。

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/

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。

徹底比較！ＮＰＯ法人ＶＳ新公益法人
　　　　　　　　　　　（脇坂誠也　著）

　２００８年１２月に施行さ
れた新公益法人制度。ＮＰ
Ｏ法人と何がどのように違
うのか？そもそも社団法人
や財団法人との関係性は
あるの？このような質問に
図や比較表で答え、各章に
まとめ表が付いている。最
終章に「法人の選択」があ
り、これから法人化を考え
る団体にぴったりの１冊。
質問１つに対して１ページ
で簡潔に答えが書いてあ
る分かりやすさも魅力。

ご存知ですか？

ＮＰＯの運営に関する法律や会計
・財務などの諸問題に対して、専
門的な対応が可能な相談窓口を
設置し、ＮＰＯ等の支援を行って
います。

相談実施日時：相談者と専門相談員両者の希望日（調
　　　　　　 整に時間を要する場合もあり）
相談可能回数：１年度に３回、各１時間程度
相談費用：無料
相談場所：ふるさと島根定住財団内交流サロン
※駐車場料金等は自己負担になります。
申込み方法：ＨＰから専門相談申込書をダウンロードし、
　　　　　 記入の上郵送、FAX、E-mailでお申し込み
           下さい。申込み書をFAXすることも可能で
           すので、まずはご相談ください。
申込み先：（財）ふるさと島根定住財団　
　　　　 定住支援課(担当：藤原）　
         FAX：０８５２－２８－０６９２
         shimane@teiju.or.jp（タイトルに「専門相談」
         と記載して下さい。）

過去の相談例
・現在認定ＮＰＯ法人ではないが、
 どのような認定要件があるか？
・今年法人化。第１期目の決算申
 告の作業は何をしたらいいの？

専門相談
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