
県民いきいき活動支援事業のご案内

○日時：平成２２年２月９日（月）
　　　 １１：００～１６：１５
○会場：島根県民会館　第１多目的ホール
　　　 （松江市殿町１５８番地）

○日時：平成２２年２月１５日（月）
　　　 １２：３０～１６：５０
○会場：松江テルサ４階　大会議室
　　　 （松江市朝日町４７８－１８）

申請団体 申請団体

①ＮＰＯ法人たすけあい平田

②ニッポ・ブラス

③水の都プロジェクト協議会

④秦成塾

⑤ＮＰＯ法人バイオマス総合研究センター

⑥ＮＰＯ法人てにゃわず

⑦ＮＰＯ法人自然再生センター

⑧マリンブルー

①姥祖父いきいきクラブ

②ＮＰＯ法人石見ものづくり工房

③陶夢プロジェクト

④おみず会

⑤隠岐観光義塾有限責任事業組合

⑥三光ビル管理株式会社

【問い合わせ】

ふるさと島根定住財団　定住支援課

TEL：０８５２－２８－０６９０

ステップアップ事業
（立ち上がり・取り掛かり型）

地域活性化活動支援

ジャンプアップ事業
（自立・本格稼働型）

平成２１年度第２回地域活性化活動支援事業の公開審査会を開催します。どなたでもご覧になれます
ので関心がおありの方はぜひお越し下さい。事前申し込みは不要です。

社会貢献活動支援 平成２１年度第２回社会貢献活動支援事業単年型の審査結果
です。たくさんの申請をいただき、ありがとうございました。

①やまぼうし（出雲市）
　福祉施設における音楽療育事業・子育て
　支援事業
�
②ＮＰＯ法人ひまわり（浜田市）�
　ご当地ソング”佐野の郷音頭”制作

③ＮＰＯ法人総合ケアセンターのぎ（安来市）�
　母子支援事業（育児相談・母乳ケア）

④日本防災士会・島根県支部（川本町）� 　
　防災の啓発事業

⑤ＮＰＯ法人ひだまり（松江市）
　工賃向上の為の木工製品開発事業

⑥ＮＰＯ法人浜田フットサルクラブ（浜田市）� 　
　スポーツ教室開催における指導者の指導力
　向上事業
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④日本防災士会・島根県支部（川本町）� 　
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⑥ＮＰＯ法人浜田フットサルクラブ（浜田市）� 　
　スポーツ教室開催における指導者の指導力
　向上事業
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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)
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財団法人区画整理促進機構では、街なかにおいて様々な
課題に取り組む地域のＮＰＯ等を資金面で助成します。
　○締 切 日；３月３１日（水）　当日消印有効
　○助成金額：１件当り上限１００万円
　○助成対象：まちづくりの活動・運動・事業を行っている
　　ＮＰＯ法人、法人格を有する中間法人など
 問合せ：財団法人区画整理促進機構
 TEL：０３－３２３０－８４７７　　FAX：０３-３２３０-４５１４
 URL:http://www.sokusin.or.jp/machinaka/index.html

　平成２２年度
「街なか再生ＮＰＯ等助成金」 
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島根ＮＰＯ連絡協議会が主催するしまねＮＰＯ交流会を出
雲で開催します。テーマは「市町村とＮＰＯの協働をいかに
して進めるか」です。県内のＮＰＯ法人の皆様のご参加をお
待ちしております。
　○日時：２月２８日（日）　１４：００～１６：００
　○会場：出雲市総合ボランティアセンター
　　（出雲市今市町北本町３－１－６）
　○内容：団体からの報告（①出雲市総合ボランティアセ
　　ンター運営委員会、ＮＰＯ法人しまね歴史文化ネット
　　ワークもくもく）とパネルディスカッション
 ※交流会後の懇親会もぜひご参加ください。（参加費は
　　１０００円です。）
 問合せ：島根県ＮＰＯ連絡協議会事務局
 TEL/FAX：０８５２－３２－８６４５　
 E-mail：YQNO1243@nifty.ne.jp

第４回
しまねＮＰＯ交流会in出雲

~2/19
第９回NGO/NPO・企業
　　環境政策提言募集！

温室効果ガス削減や生物多様性の保全などの政策課題に
向けて、どのような政策が必要でしょうか？あなたの考え
る環境政策のご提案をお待ちしています。
　○締 切 日:２月１９日（金）
　○応 募 例:アマゾン熱帯雨林におけるアグロフォレスト
　　リー普及とアグロフォレストリー認証制度の認定（ＮＰ
　　Ｏ法人ＨＡＮＤＳ）、都市部でも生物多様性保全活動
　　推進のための国際連携（一般社団法人イクレイ日本）
　　など
 ※詳細はＨＰをご覧下さい。
 問合せ：「ＮＧＯ/ＮＰＯ・企業環境政策提言推進委員会」
 TEL：０３－３４３３－４５４４　FAX：０３－３４３３－４５１０
 URL：http://teigen.jp

~2/28

この基金は社会貢献活動を行う各種団体、社会貢献に資す
る調査・研究を目的とした事業に助成し、日本の生活文化と
地域社会の発展を支援します。
　○締 切 日：２月２８日（日）　必着
　○助成金額：上限２００万円（研究助成事業は１００万円）
　○対象団体：非営利組織、大学等の研究機関で助成対
　　象事業の趣旨に合致する事業を行う団体
　○対象活動：研究助成事業、障害者福祉事業、環境・文
　　化財保全事業、国際協力・交流事業など計６事業
 問合せ：社団法人全日本冠婚葬祭互助協会
 TEL：０３－３５９６－００６１　FAX:０３－３５９６－８０３０

第１１回
　　　社会貢献基金助成

　　

プリエールフェスティバル２０１０のテーマは「歴史を知り明
日を開く女と男（ひととひと）」です。ぜひお越しください。
　○日時：２月１３日（土）、１４日（日）
　○会場：松江市市民活動センター
　　（松江市白潟本町４３番地　ＳＴＩＣビル）
　○内容：関西外国語大学教授の佐古和枝氏による講演
　　（演題：女性古代史への誘い～その時女はどう生きた
　　か～）、映画「嗚呼　満蒙開拓団」の上映、ワークショ
　　ップ、展示、即売など
　○参加費：無料
 問合せ：プリエールねっと
 TEL:０８５２－３２－１１９０　　FAX：０８５２－３２－１１９１

プリエール
フェスティバル２０１０

2/13
2/14

2/10~
3/10

三菱財団では、自然科学のすべての分野に関わる、すぐれ
て独創的な研究を対象に支援します。
　○締 切 日：３月１０日（水）　必着
　○助成金額：１件当り上限２０００万円（総額３億円）
　○助成対象：一つのテーマとして独立した個人研究（営利
　　企業関係者は対象外）
 ※詳細はＨＰをご覧下さい。
 問合せ：財団法人三菱財団　事務局
 TEL：０３－３２１４－５７５４　FAX:０３－３２１５－７１６８

三菱財団
　　自然科学研究助成
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第３８回
らんぐ交流館イベント

ＮＰＯ法人らんぐ・ざーむは未婚者の出会い創出や相談、
交流を行っています。平成２２年２月２２日（月）に二度と
ない記念日イベントのひとときを一緒にすごしませんか？
殻を割ってみないと分からない「双子の卵がけご飯」を
ぜひ一緒に食べましょう！ご参加、お待ちしております。　

○日時：２月２２日（月）　１９：００～２１：００
○会場：らんぐ交流館（浜田市長沢町）
○募集人数：独身男女２２人
○参加費：男性２，０００円、女性１，０００円
○内容：食事やゲームなど

問合せ：ＮＰＯ法人　らんぐ・ざーむ　
 FAX：０８５５－２３－４５６２



NPO法人　あいの会
事務局長　小松原美幸さん

“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。

知症予防になる。責任感も生まれ、
話し相手が出来て活力も得られる。
はじめは「夜間責任者を置かない老
人ホームなんて」という職員の声も
あったが、今では「入居して良かっ
た」「このホームなら住みたい」と利
用者も満足している。職員の理解も
進んだ。「本当に必要なものだから
頑張れた」と当時を振り返る。
　また、あいの会の事務局業務の
傍ら、「利用者とその家族の声が聞
きたい」と昨年ケアマネージャーの
資格を取った。事務局も大切だが、
「求められるもの」は現場でしか分
からない。ケアマネを始めてからは
「活動全体が前よりも見えやすくな
り、利用者だけでなく現場で働く人
の辛さも理解できる」ようになった。
　負けん気ではじめた活動も、素晴
らしい出会いに恵まれて１１年目を
迎える。融資してくれた銀行、働い
てくれる職員、「なかのやさん家」を
提供して下さったご夫婦や多くの方
々に支えられてきた。これからは維
持期に突入し、自分が支える番。利
用者と職員の生活と命がかかってい
るから、「利用者の安心と職員が長く
働ける環境づくりに励んでいく」と気
を引き締める。

NPO法人　あいの会

島根県浜田市出身。兼業農家に嫁い

で三隅町の住人となり、４０歳後半で

ボランティア団体を結成し事務局長

に就任。現在、あいの会の通所、訪問

介護事業所の管理者、ケアマネージ

ャーも務める。

移動制約者を対象とした福祉移送サー

ビスを早くから行なうなど先駆的な活動

を実施。２００２年に法人化。現在は子ど

もサロンも運営中。島根県浜田市三隅

町。事務局長のブログはこちら⇒

http://blog.canpan.info/ainokai200
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いつもニーズに忠実に

地域に根ざすＮＰＯに

 「三隅にこんなサービスがあっ
たらいいね」と、団体を設立して１
０年。あいの会の活動はニーズの
結晶。「必要性のあるものは事業
として成功する」という。
 高齢者数人で住む「グループリ
ビングなかのやさん家」の事業は
大きな成果を上げている。独居は
難しいが、施設に入るほどではな
い高齢者にとって、共同生活は認

ＣＡＮＰＡＮとは日本財団が運営する公益コミュニティサイト。
団体情報を公開したり、ブログを開設したりできます。
この機会にぜひ、ご参加ください！

利用者の思いが詰まった
「破魔矢ツリー」

ＣＡＮＰＡＮ

ブログ作成講座　開催
●とき：２月２６日（金）
　　　１０：３０～１２：３０　上級者編
　　　１３：３０～１６：３０　ビギナー編
●ところ：松江市市民活動センター５階
　　　　５０３研修室（松江市白潟本町４３）
●参加費：無料
●定員：各先着１２名
●講師：山田泰久氏
　（日本財団ＣＡＮＰＡＮ運営事務局）

上級者編　１０：３０～１２：３０

ビギナー編　１３：３０～１６：３０

すでにＣＡＮＰＡＮブログを作成している方を対象にブ
ログ上で寄付や会費を集められるＣＡＮＰＡＮペイメン
トや、ブログ活用テクニックを解説。活発に更新して
いる人もそうでない人もお気軽にご参加ください！

ＣＡＮＰＡＮへの登録から、ブログ開設までを実際に
パソコンを操作しながら楽しく学んでいただけます。
講座が終わるころにはあなたも立派なＣＡＮＰＡＮブ
ロガーの仲間入り！

【問合せ】ふるさと島根定住財団　担当：大江
　　　　TEL:０８５２－２８－０６９０

【申込み方法】
①FAX、②郵送、③E-mailのいずれかでお申し込みください。
★記入事項：受講講座、お名前、団体名、電話番号、E-mail、
　ＣＡＮＰＡＮブログのアドレス（お持ちの方）とＣＡＮＰＡＮの
　機能で学びたい事（上級者のみ）をお知らせ下さい。

締切日：２月１９日（金）
※先着順ですので、申込みはお早めに！



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
　明けましておめでとうご
ざいます。今年もよろしくお
願いいたします。新しい年
になり、初めてのいきいき
ねっとをお届けします。
　１月１８日に中国ろうきん
ＮＰＯ寄付システムの応募
を締め切りました。沢山の応募をいただき、あり
がとうございました。応募の際に「ＣＡＮＰＡＮっ
て何のことだろう？」と疑問を持たれた方はぜ
ひ、「ＣＡＮＰＡＮブログ作成講座」にご参加下さ
い!ビギナー編ではＣＡＮＰＡＮへの団体登録か
らブログ開設までを講師と一緒に学べます。す
でに利用されている方にも上級者編をご用意し
ています。まずはお問い合わせください。

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。

○日　時：平成２２年２月２５日（木）

　　　　 １３：３０～

○会　場：サンラポーむらくも

　　　　 （松江市殿町３６９）

※詳しくは後日お知らせします。

【問合せ】
（財）ふるさと島根定住財団　定住支援課
TEL：０８５２－２８－０６９０

平成２１年度　第２回
コミュニティビジネス・ソーシャルビジネス推進セミナーin島根

ファシリテーション革命
　　参加型の場づくりの技法　　（中野民夫　著）

　近年、頻繁に耳にするよう
になった「ファシリテーター」
「ファシリテーション」という
言葉。まちづくりやＮＰＯの活
動に参加する方でも「何をす
る人か」「意味を知らない」と
思うかもしれない。著者はこ
れらの疑問に答え、「なぜ必
要なスキルなのか」「社会に
どれほど貢献できるか」を明
確に述べている。これからの
まちづくりや社会貢献活動に
不可欠な技法を分かり易く紹
介している。

　ビジネスの手法を用いて少子高齢化や過疎化

などの社会的課題を解決しようとする、コミュニ

ティビジネス（ＣＢ）・ソーシャルビジネス（ＳＢ）

が今、注目されています。

　今回のセミナーでは久米繊維工業（株）代表取

締役の久米信行氏をお迎えしての講演とワーク

ショップを行います。

是非、ご参加ください。 久米信行氏
東京都墨田区生まれ。イマジニア（株）で株式ゲーム、日興證券（株）
で相続診断システムを開発後、家業である久米繊維工業（株）の三代
目となる。環境問題にも積極的に取りくみ、日本でこそ創り得る久米
繊維謹製Ｔシャツを世に問うている。明治大学商学部講師、（特活）Ｃ
ＡＮＰＡＮセンター理事、墨田ブランドアップ推進会議委員など幅広い
分野で活躍中。
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