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助成金制度　合同説明会を開催します！助成金制度　合同説明会を開催します！

昨年９月に行いました助成制度合同説明会を平成２２年４月
５日（月）から１５日（木）にかけて、県内４会場で開催いたし
ます。お申込みはお早めに！

①松江
　会場

②隠岐
　会場

③大田会場 ④浜田会場

日　時：平成２２年４月５日（月）
　　　 ９：３０～１２：３０
場　所：いきいきプラザ島根４０３ 研修室
　　　 （松江市東津田町）
定　員：５０名

日　時：平成２２年４月６日（火）
　　　 １２：３０～１４：３０
場　所：島根県隠岐支庁別館会議室
　　　 （隠岐の島町港町）
定　員：３０名

日　時：平成２２年４月１４日（水）
　　　 １３：００～１６：００
場　所：あすてらす 研修室１
　　　 （大田市大田町）
定　員：４０名

日　時：平成２２年４月１５日（木）
　　　 ９：３０～１２：３０
場　所：いわみぷらっと会議室　
　　　 （浜田市相生町）
定　員：３０名

内　容：①リレートーク・・・それぞれの制度を比較しながら、担当者からみた申請のポイント
　　　 等について解説。時間は８０分（隠岐会場は７０分）。
　　　 ②個別相談会・・・各担当者による個別相談。時間は９０分（隠岐会場は４０分）。

【お問い合わせ】
（財）ふるさと島根定住財団
TEL：０８５２－２８－０６９０

【主催】
社会福祉法人島根県共同募金会
社会福祉法人島根県社会福祉協議会
財団法人しまね国際センター
財団法人しまね自然と環境財団
財団法人しまね女性センター
財団法人島根県文化振興財団
財団法人ふるさと島根定住財団

※詳細はこちらをご覧下さい。
財団ＨＰ：http://www.teiju.or.jp/
しまね地域ポータルサイト「だんだん」：
http://shimane.canpan.info/
県民活動応援サイト「島根いきいき広場」：
https://www.shimane-ikiiki.jp/

【お申し込み】
参加申込書をＦＡＸしてください。
FAX：０８５２－２８－０６９２

締切日
４/１

締切日
４/２

締切日
４/１２

締切日
４/１３
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募集情報イベント情報助成情報

~4/5
２０１０年全労済
　　　地域貢献助成事業　

全労済は環境活動や子育て子育ち支援活動に携わる市民
団体を支援します。
　○締 切 日:４月５日（月）　当日消印有効
　○助成金額：１件当り上限３０万円（総額２０００万円）
　○助成対象：ＮＰＯ法人、任意団体等で設立１年以上の
　　実績があり、直近の年間収入が３００万円以下の団体
　○対象活動：①環境分野（地域の自然環境を守る活動等）
　　と②子ども分野（子どもたちの豊かな遊びの場を作る
　　活動等）
 問合せ：全労済経営企画部内　地域貢献助成事業事務局
 TEL：０３－３２９９－０１６１　FAX：０３－５３７１－２６８５
 URL：http://www.zenrosai.coop/index.php

~4/30

郵便事業株式会社は動物愛護活動を支援します。
　○締 切 日：４月３０日（金）　当日消印有効　
　○助成金額：１件当り上限５００万円
　○助成対象：社会福祉法人、ＮＰＯ法人、公益社団・財団
　　法人、特例社団・財団法人
　○対象活動：①社会福祉の増進、②災害救助・災害予防、
　　③青少年の健全育成、④地球保全に関わる事業であ
　　り、動物との関わりをもつ事業
 問合せ：郵便事業株式会社　年賀寄附金事務局
 TEL：０３ー３５０４－４４０１　FAX：０３－３５９２－７６２０

動物愛護活動
　　　　助成公募の開始

　　

~5/15

コンサベーション・アライアンス・ジャパンでは、アウトドアス
ポーツを対象にビジネスを行っている企業が利益の一部を
自然環境を保護しているグループに活動資金として支援し
ています。
　○締 切 日：５月１５日（土）
　○助成金額：１件当り１０万～５０万円
　○対象活動：環境保護活動（科学的な調査やビデオ・テレ
　　ビ等のプロジェクト、土地の購入、政治的なキャンペー
　　ン、一般的な教育活動を除く）
 問合せ：コンサベーション・アライアンス・ジャパン
　　　　アウトドア自然保護基金プログラム係　福永宛
 TEL：０４２－９４４－５８５５　FAX:０４２－９４４－５８２５

２０１０年度自然環境

　保護基金　申請募集中　
平成２２年度　ニッセイ財団
高齢社会助成　公募のお知らせ

5/31
6/15

　

公益財団法人日本生命財団では、「共に生きる地域コミュニ
ティづくり」を目指し、２１世紀高齢社会が「老若男女が長寿
を喜び合うことのできる、活力ある共生社会」となるために
「実践的研究助成」と「先駆的事業助成」を行います。
　Ｉ．実践的研究助成
　○締 切 日：６月１５日（火）　当日消印有効
　○助成金額：１件当り２００～２５０万円程度（５～８件程度）
　○対象活動：①高齢社会における地域福祉、まちづくりを
　　探究する実践的研究、②高齢者の自立・自己実現・社
　　会参加等を探究する実践的研究など３テーマ

　ＩＩ．先駆的事業助成
　○締 切 日：５月３１日（月）　当日消印有効
　○助成金額：１件当り７００万円以内（２～３件程度）
　○対象活動：①認知症高齢者に関する予防からケアまで
　　の総合的な先駆的事業、②高齢社会における地域福
　　祉、まちづくりを目指す地域を基盤とした先駆的事業な
　　ど３テーマ
　○助成対象：社会福祉法人、財団・社団法人、ＮＰＯ法人
 ※ホームページより申請書等をダウンロードできます。
 問合せ：日本生命財団　高齢社会助成事務局
 TEL：０６－６２０４－４０１３　FAX:０６－６２０４－０１２０
 URL：http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/

3/26,
4/12, 23

ベビーマッサージ＆ママの

　　母乳相談会のお知らせ

ＮＰＯ法人総合ケアセンターのぎでは訪問介護事業の他、
子育て支援事業を行っています。是非お越し下さい。
　○日　時：３月２６日（金）ママの母乳相談会
　　　　　 ４月１２日（月）ベビーマッサージ
　　　　　 ４月２３日（金）ママの母乳相談会

　 ※時間はいずれも１０：３０～１１：３０
　○場　所：やすぎ懐古館　一風亭
　　（安来市安来町１６３９番地）
※持ち物等は下記までお問い合わせください。
 問合せ：特定非営利活動法人総合ケアセンターのぎ
 TEL：０８５４－２７－７０００

　

平成２２年度キリン・子ども
　　　　　「力」応援事業

~4/19

キリン福祉財団では、「子供たち自らの力を引き出す事
を目的に、子どもの発想から生まれ、子どもが主体と
なって実施する活動」について支援します。
　○締 切 日：４月１９日（月）　当日消印有効
　○助成金額：１件当り１５万円（総額５００万円）
　○助成対象：１８歳以下のメンバーが中心になって考
　　え、活動する５人以上のグループ（但し学校等が
　　計画・運営するクラブ・サークル活動は除く）
 問合せ：キリン福祉財団
　　　　キリン・子ども「力」応援事業事務局
 TEL：０３－５５４０－３５２２　FAX：０３－５５４０－３５２５
　　　　　　



わたの里もこもこ

代表　和田　幸子さん

“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。

に参加したりして、全員が種取り

から織り、染めまで出来る様にな

ったことは大きな成果」と話す。　

　勉強会を重ねても難しいのが綿

の品質維持。毎年異なる気象条件

の中で同じ品質の綿を作ることは

難しく、一年一年が挑戦だ。さらに

近年は害虫や土壌の変化で苦労

した。つやがあり真っ白なものが

理想だが、満足のいく綿がなかな

か思うように収穫できないという。

１３年たった今でも試行錯誤を続

けており、より高品質な製品づくり

を目指している。

　また小学校と連携を図り、総合

学習の時間に小学生たちは通年

で綿の種植えから収穫、織りまで

の全過程を体験する。既製品を見

慣れている子どもたちが「モノづく

りの大変さ」や「自然を慈しむ思い」

を育み、また、「いつかここに帰っ

てこよう」と思う郷土愛を育てるこ

とも目的のひとつだ。

　「細々と続けてきたことがようや

く成果を生み出しており、人との繋

がりが自分達を助けてくれた。今

後もできる事を着実に実施して地

域の元気の源でありたい。」

わたの里もこもこ

江津市桜江町出身。結婚後は浜田

市、川本町に住んだ後、１９８３年から

ご主人の実家（江津市千田町）に帰

り、「わたの里もこもこ」の代表に。

１９９８年にもこもこクラブを結成（のちに

改名）。世代間交流や体験事業の中で

も、織り体験を積極的に実施している。

羊毛・綿のマフラーやのれんなどをアク

アス・島根物産館でも販売する。

団体のＨＰはこちら↓

http://www12.ocn.ne.jp/~moco2/i

ndex.htm

綿で繋がる地域の輪

十数年で築きあげ

　「綿の実がどうしたら糸になる

かも分からなかった」と団体発

足当時を話す和田さん。はじめ

は庭に咲いた綿の花を楽しむだ

けだったが、友人が羊毛を処分

するのを見てもったいないと感

じ、「綿と羊毛で地域おこしを」と

「わたの里もこもこ」を結成。綿

の種取りや紡ぎ方、分からない

事は一つずつ勉強を重ねていっ

た。作業場には数台の機織り機

やざる一杯の綿があり、団体の

成長を物語っている。「研修など

平成２２年度　協働事業について（島根県からのお知らせ）
島根県では、平成２２年度に以下の協働関係事業を募集します。

事業区分

事業名

事業費

事業数等

しまね社会貢献基金協働助成事業

県設定テーマ型　　　　　　　　寄付者設定テーマ型

しまね協働実践
事業

鳥取・島根広域連携
協働事業

宍道湖のしじみ環境保全
事業（宍道湖しじみを永遠
に！イトハラプロジェクト）

２００万円 ４００万円 ４５万円

３事業 ２事業 １事業

重点分野雇用創出事業

地域社会雇用創出協働
事業

４００万円

５事業（新規雇用失業者の
人件費相当額が全体事業
額の１/２であること）

対象：しまね社会貢献基金の登録団体
問い合わせ：島根県環境生活部ＮＰＯ活動推進室
TEL：０８５２－２２－５０９６　FAX：０８５２－２２－５０９８
詳細はホームページ（http://www.pref.shimane.lg.jp/npo/fund/）からもご覧いただけます。

会員の方々の作品



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・
個人向けに図書を貸し出して
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
　３月４日に中国労働金庫

島根営業本部で寄付金の贈

呈式がありました。９団体の

代表者の出席があり、意見

交換も賑やかでした。他の

助成金等に比べると小さな

寄付額ですが、皆さんとて

も喜んでおられ、こちらまで嬉しくなりました。来

年度の寄付金も着実に貯まっています。より多

くの団体が「中国ろうきんＮＰＯ寄付システム」を

活用し、県民のための活動が活発になることを

望みます。また、１年間機関紙の担当をさせてい

ただき、多くの方々に出会い、お世話になりまし

た。ありがとうございました。　

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。

ボランティア
２１世紀の社会人（ワークショップ・ミュー編書）

　「ボランティア」の言葉の
意味を再考させられる一冊
である。日本に住む外国人
が日本と母国のボランティ
ア事情の違いを記した「ボラ
ンティア事情海外編」がとく
にお勧め。日本のボランテ
ィア支援の遅れを批判する
内容もある。発展途上国の
例も多く、「ボランティアは
お金や時間に余裕がある人
がするもの」ではないと感じ
るだろう。

中国ろうきんＮＰＯ寄付システム

　寄付金　贈呈式のご報告

２００
９年度

３月４日（木）、中国ろうきん島根営業本部にて

２００９年度の寄付金贈呈式がありました。１０

団体のうち９団体が出席し、県西部で活動する

ＮＰＯ法人ぷらっとには３月５日（金）に益田市で

贈呈式を行いました。

東部会場での様子 西部会場での様子

（ＮＰＯ法人ぷらっと）

お礼の言葉

（ＮＰＯ法人

まちづくり工房うんなん）
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