
 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請団体 事業名 

特定非営利活動法人らんぐ・ざーむ（浜田市） 

 

少子化対策  

未婚・晩婚者たちの出会い創出事業（交流＆居場所） 

在日本大韓民国民団島根県地方本部（松江市） 第７回島根県民団市民交流会１０月のマダン（広場） 

益田糸あやつり人形保持者会（益田市） 益田糸あやつり人形保持者会活動基盤整備事業 

【ステップアップ事業】申請団体 事業名 

Ｍｔ．Ｓｑｕａｒｅ マウンテンスクエア（飯南町） 「飯南町観光用レンタサイクル事業」 

佐世だんだん倶楽部（雲南市） 「佐世地区西阿用定住対策拠点施設整備事業」 

楽農会 ２２（邑南町） 
「放牧手法を取り入れた和牛肥育による 

地域活性化プロジェクト」 

菅谷たたらツーリズム地域協議会（雲南市） 「菅谷たたら桂の活用事業」 

にんじんクラブ（松江市） 「大根島雲州人参再生プロジェクト」 

【ジャンプアップ事業】申請団体 事業名 

特定非営利活動法人未来の華（雲南市） 「長寿生活空間支援事業」 

地域自主組織日登の郷（雲南市） 「どぶろく＆田舎料理グレードアップ事業」 

特定非営利活動法人自然再生センター（松江市） 「飯梨川下流域の自然再生と河川敷牧草栽培事業」 

株式会社城北自動車学校（松江市） 「エコの輪タウン」 

隠岐ＮＰＯ（隠岐の島町） 
「“共生”から“共創”へ！ 

隠岐コミュニティブランド創出事業」 

株式会社ほんき村（浜田市） 「精米施設を活用した弥栄体験「受け皿」創り」 

おみず会（浜田市） 
「交流拠点『たばせ屋』施設整備  

癒しの農山村等体験交流ホットステイ事業」 

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 
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平成２２年度県民いきいき活動支援事業 公開審査会を開催します！ 

◆日程：平成２２年７月２２日（木）（ステップアップ） 

２９日（木）（ジャンプアップ）いずれも 10：00～16：00（予定） 

◆場所：いずれも松江テルサ４階 大会議室 

 

地域活性化支援事業（ステップアップ・ジャンプアップ事業） 公開審査会の日程 

社会貢献活動支援事業（複数年型） 公開審査会の日程 

◆日程：平成２２年７月１５日（木） １３：３０～１６：００ 

◆場所：松江テルサ４階 大会議室 

 

入場無料 予約不要 出入り自由 

※各団体の発表時間等についてはお問い合わせください。 

 

【問合せ】ふるさと島根定住財団 地域活動支援課 

地域づくりのヒン

トがたっぷり！是非

お越し下さい。 



○締 切 日：７月９日（金） 当日消印有効 

○助成内容：共生・地域文化大賞、共生優秀賞など（表彰

部門）、共生事業助成金（企画助成部門） 

○助成対象：地域文化活動に取り組む市民活動団体（表

彰部門）、市民活動団体と寺院等による地域文化活動 

○対象活動：社会課題の解決に向けた地域独自の取り組

み（共生を目指すすべての活動が対象）  

問合せ：共生・地域文化大賞運営事務局 

TEL：０７５－３５３－６２９２ FAX：０７５－３５３－７６８９ 

E-mail：shoushi@pref.shimane.lg.jp 

 

○日時：６月２７日（日） １３：３０～１６：００  

○会場：いきいきプラザ島根３０１研修室 

○参加費：５００円 

○対象者：高齢者に関わっている方、コミュニケーション 

 に関心のある方 

○内容：高齢者と関わるためのおとなの講座 

※詳細は担当者にお問い合わせください。 

問合せ：ＮＰＯ法人ほっと・すぺーす２１（担当：周藤） 

TEL：０９０－８０６６－５１８３ FAX：０８５２－２５－４４５０ 

 

○締 切 日：７月３０日（金） 当日消印有効 

○助成金額：①環境・子ども分野は上限１５０万円、②ア

フリカ分野は上限１００万円 

○対象活動：①環境問題・子育ち支援に取り組むＮＰＯの

基盤強化、②アフリカ諸国の課題に取り組むＮＰＯの

広報基盤の強化 

問合せ：パナソニック株式会社（担当：金村・東郷） 

 TEL：０３－６４０３－３１４０ FAX：０３－３４５９－６０４４ 

【ＮＰＯのための組織基盤強化ワークショップ

を合わせて催します！会場等はこちら↓】 

○日 時：６月２６日（土）～７月１３日（火） ４会場 

○会 場：熊本会場（６月２６日）、京都会場（７月３日）、

札幌会場（７月９日）、東京会場（７月１３日） 

○対 象：ＮＰＯ法人（環境・子ども分野） 

○内 容：団体の課題を解決し組織基盤を強化するため

のワークショップ、ＰａｎａｓｏｎｉｃＮＰＯサポートファンド

の公募説明会 

問合せ：（特活）地球と未来の環境基金（担当：美濃部） 

TEL：０３－５２９８－６６４４  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護力を競い、高め合うコンテストの参加者を募集中！ 

○日時：１１月１０日（水）～１１日（木）  

○会場：出雲体育館（出雲市今市町北本町３－１－６） 

○対象者：介護有資格者（先着２００名） 

○参加費：参加選手５，０００円 

問合せ：特定非営利活動法人なごみの里 

 TEL/FAX：０８５３－２８－０６８７ 

 

 

社会福祉助成金 

    申請団体募集中 

 

ＡＪＣＣ（介護エキスパー

トの大会）参加選手募集！ 

○締 切 日：（国内）７月１５日（木） 当日消印有効 

      （海外）７月３１日（土） 必着 

○助成金額：各団体１００万円程度を上限とする 

○対象活動：野生動植物の保全調査・研究、生態系の保

護活動など（国内）、野生動植物の保全調査・研究およ

び普及活動（海外） 

 問合せ：財団法人日本自然保護協会 教育普及部 

 TEL：０３－３５５３－４１０５ FAX：０３－３５５３－０１３９ 

 第 21 期プロ・ナトゥー

ラ・ファンド助成募集 

 

~6/27 

 

ほっと・すぺーす２１ 

ワークショップ・講演開催 
11/10 

11/11 

○締 切 日：７月３１日（土） 必着 

○助成金額：１件あたり１５～１００万円（①事業助成）、上

限２００万円（②研究助成）  

○助成対象：①１年以上活動実績がある法人施設、任意

団体、共同作業所等、②法人施設、研究グループ等 

○対象活動：障害児者（身体・知的・精神）の福祉向上を

目的とする事業や研究 

問合せ：財団法人みずほ福祉助成財団 

TEL：０３－３２０１－２４４２  FAX：０３－５２５２－８６６０ 

~7/31 

~7/31 

 
~7/9 

平成２２年度「共生・ 

地域文化大賞」募集中 

 

 6/27 

 

ほっと・すぺーす２１ 

ワークショップ・講演開催 

 Panasonic ＮＰＯ 

サポートファンド 

    

~7/30 

 

○締 切 日：８月２０日（金） 当日消印有効 

○表彰内容：国土交通大臣賞（２点）、緑化大賞（数点） 

 ※副賞の緑化助成額は８００万円以内 

○応募対象：地方の公益法人、ＮＰＯ法人、任意団体等  

○対象活動：都市計画区内にある土地への植栽等を行

う緑化プランの作成 

問合せ：財団法人都市緑化基金 

 TEL：０３－３２３５－８０６５ FAX：０３－３２３５－８０６７  

第２１回 

  緑の環境デザイン賞 
~8/20 

募集情報  イベント情報    助成情報 

助助成成金金＆＆イイベベンントト情情報報  助助成成金金＆＆イイベベンントト情情報報          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

まつえ城北まちあるきの様子 

 井ノ上さんがまちづくりや都市計

画に興味を持ったのは大学時代のア

ルバイトがきっかけ。卒業後も都市

計画のコンサルタント会社で働くうち

にまちづくりに魅力を感じるようにな

った。 

 縁あって島根に住み始めたが、当

初は知人のいない生活だった。その

後、松江市内の建築設計事務所で

働き始めたのをきっかけに人との繋

がりが増えていった。 

その一つが、平成８年から３年間参

加した「松江まちづくり塾」である。参

加者は建築士、土木コンサルタント、

学生、主婦とさまざま。お祭りやまち

の色などまちの様々な要素をテーマ

にした講座では、人の意見の聞き方

や意見集約の方法など、合意形成を

通してまちづくりを提案するワークシ 

ョップの手法も学んだ。平成１１年に講

座の受講生（塾生）が集まり、任意団体

「まつえ・まちづくり塾」を結成、活動を

開始した。 

 まち歩きのイベント企画や運営など

「楽しい事ができればいい」と思いなが

らも、「専門家集団としてまちづくりに貢

献できるのでは？」と、法人化による組

織の体制強化を考えた。法人化をめぐ

り何度も話し合いを重ね、その結果団

体を離れた人もいるが、今でも助け合

う関係。平成１６年に法人化し、「自分

達にも楽しいまちづくり」を目指し、地域

の宝物を活かすためのまち歩きの提案

やイベント活動に力を入れてきた。 

 活動の積み重ねによって団体の質は

向上するが、新しい意見や提案が乏しく

なり、団体として停滞しつつあると感じ

ていた。そんな時、昨年のイベントで一

般に広く参加を呼び掛けたところ、新た

な会員増加につながり人的ネットワー

クが広がった。「興味はあるけど参加し

にくい」というイメージを壊し、歴史的建

造物や石垣、お団子に至るまで、ありと

あらゆる地域資源の活用方法に知恵を

絞る。 

 「『まじめな中にも楽しみながら活動

を続ける』をモットーに、水平の関係を

大切にしながらこれまで培ってきたネッ

トワークを活かし、松江のまちのよさを

発見・発信していきたい。」落ち着いた

冷静な口調の中にも、松江のまちに対

する強い思いが伝わってきた。 

 

岩手県盛岡市出身。結婚を機に島根

県に移り住む。学生時代から都市計画

やまちづくりに携わり、まつえ・まちづくり

塾の立ち上げの際に副代表となり、平

成１５年より代表。 

 

ＮＰＯ法人 

まつえ・まちづくり塾 

理事長 井ノ上知子さん 

任意団体として平成１１年に結成、１６年に

法人化。出雲そばを活かした「出雲そば

通」の発行や松江建築地図２０１０の製

作、松江の魅力を紹介するまち歩き観光

を実施する。松江市白潟本町。 

ブログはこちら↓

http://blog.canpan.info/mmjuku/ 

 

 

 

ＮＰＯ法人  

まつえ・まちづくり塾 

松江の隠れた魅力 

まず地元で理解を 

“島根で頑張る人”は島根県で活動する人にスポットを
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。 

平平成成２２２２年年度度  県県民民いいききいいきき活活動動奨奨励励賞賞    募募集集ののおお知知ららせせ  

表彰部門（自薦・他薦いずれもＯＫ！） 
●ＮＰＯ・ボランティア部門 
 対象者：島根県内に主たる事務所を有するボランティ
ア団体、市民活動団体およびＮＰＯ法人等 

●企業部門（２０１０年度に新設！） 
 対象者：県内に本支店または営業所等を有する企業
（従業員等で構成する労働組合・親睦会が行う活動は

ＮＰＯ・ボランティア部門の対象） 

 

 表彰対象：次のいずれにも該当する活動 
①地域課題に積極的に取り組む先駆性のあるもの 

②顕著な成果や効果が認められ、地域社会への貢献度

が高いもの 

③概ね５年以上行われ、将来にわたり継続する見込みが

あるもの 

④この表彰と同等以上の表彰等を受けたことが無いもの 

県民いきいき活動とは・・・ 
営利を目的とせず、不特定多数のものの利益の増進に寄

与する事を目的として自発的に行われる活動です。 

県民いきいき活動奨励賞とは・・・ 
地域社会への貢献度が高い「県民いきいき活動」を表彰す

ることによって、県民いきいき活動への関心をより一層高

めるとともに、その活動を取り組む団体の社会的評価を高

める事を目的としています。 

 募集期間（※必着） 

平成２２年７月２０日（火）～８月１９日（木） 

【お問い合わせ先】 島根県 ＮＰＯ活動推進室 

〒６９０－８５０１ 島根県松江市殿町 1番地 

ＴＥＬ：０８５２－２２－６０９９  ＦＡＸ：０８５２－２２－５６３６ 

応募関係書類はＨＰからダウンロード可能です。 

「県民いきいき活動奨励賞」で検索！ 

 



平成２２年度 地域づくりリーダー養成塾のお知らせ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

図書紹介 
新規に購入した図書の中からお勧めを２冊、ご紹介します。松江事務局・浜田事務所で貸し出しも行っ

ていますので、興味のある方は是非一度お越し下さい。 

「1年間のボランティア 

Ｖ３６５ 若者たちの物語」（三原聡著） 

社団法人日本青年奉仕協会（ＪＹ

ＶＡ）が行う「1 年間ボランティア

（Ｖ３６５）」に参加した著者がＶ３

６５に参加したＯＢ・ＯＧ３０人を

訪ね歩き、ボランティアを通して

成長できたことやその後の価値

観の変化などを取材したもの。

十人十色で参加者の経験に共感

できるところが多数あるだろう。 

「コミュニティ・ビジネスのすべて」 

（コミュニティ・ビジネス・ネットワーク編） 

地域の課題解決のためにビジ

ネスの手法を取り入れるコミュニ

ティ・ビジネス。その理論や事業

の組み立て、活動事例などコミ

ュニティ・ビジネスに関する知識

が満載の１冊。特に理論編では

多くの義務や事業を立ち上げる

前に考えるべきことが述べてあ

る。実践者にもお勧めです。 

 ７月は県民いきいき活動支援事業 

の公開審査会、コミュニティ・ビジネ 

スセミナー開催と地域づくりの行事 

が続きます。公開審査会では地域 

づくりに興味のある方、実践中の方、 

助成金申請を検討されている方に 

とって有益な情報が得られると思い 

ます。是非ご参加ください。また、９月下旬からは「地

域づくりリーダ養成塾」も開催予定です。地域課題の

解決や地域活性化を目的とした活動や事業を行う、ま

たは具体的に検討している方々を対象に実施しま

す。詳細については地域活動支援課までお問い合わ

せください。皆さんのご参加をお待ちしております。 

 

藤原 英美 
スタッフ 

地域活性化活動の一環として収益事業に取り組まれる団体の皆さんが、事業実施に必要な「経営に関する基本的

な知識」を習得され、収益事業が円滑に実施されることを目的として、「地域づくりリーダー養成塾」を開催します。

詳細は次号にてお知らせします。 

 

日時及び場所 

●東部会場（松江市） 

９月２５日（土）～１１月１３日（土）の間

で昼間に７回開催 

●西部会場（浜田市） 

９月２８日（火）～１１月１６日（火）の間

で夜間に７回開催 

●受講料は無料です。 

製作スタッフ日記 

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。 

掲 載 情 報 募 集 

⇒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/ 

講師 藤田悠久雄氏 

（経営コンサルタント） 

貿易会社や菓子販売会社の経営

を経て、経営コンサルタントの道

へ。中小企業大学校や商工会議所

の講師などを務める。中小企業診

断士、調理師、菓子衛生士などの

資格を持つ。１９４５年生まれ。 

 

 

【問合せ】 

ふるさと島根定住財団 

地域活動支援課 
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