
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

第１回ＮＰＯ 

実務者研修 
ＮＰＯ会計基礎講座開催のお知らせ 

【締切】７月２９日（木） 申し込みはお早めに! 

平成２２年度 

第２回ＮＰＯ 

実務者研修 

市民活動団体のための情報発信力アップセミナー 
～支援を得て活動を広げるために考えておきたいこと～ 

【申込・問合せ先】ふるさと島根定住財団（担当：藤原） 

TEL：０８５２－２８－０６９０    ＦＡＸ：０８５２－２８－０６９２ 

Ｅ-mail：shimane@teiju.or.jp 

【浜田会場】 

日 時：８月３日（火） 
      １０:３０～１２:３０ 講座 

     １３:３０～１６:００ 個別相談 

会 場：いわみぷらっと会議室 

    （浜田市相生町１３９１番地８） 

【松江会場】 

日 時：８月５日（木） 

     １４:３０～１６:３０ 講座 

会 場：松江合同庁舎６０２研修室 

    （松江市東津田町１７４１番地１） 

※松江会場は講座のみですが、個別相談をご要望の方は 

お問い合わせください。 

【定員】各会場とも２０名 

 

※申込みの際は、①希望会場（浜田・松江）、②お名前（ふ

りがな）、③団体名、④電話番号、⑤メールアドレス、⑥緊急

連絡先（携帯電話等）、⑧会計で困っていること、⑨個別相

談の有無（浜田会場のみ）の明記をお願いします。 

日頃の会計に関する悩みを、一気に解決しませんか？ 

当財団の専門相談員、福田龍太氏（公認会計士・税理

士）にＮＰＯ会計の基礎を学びます。また、浜田会場で

は個別相談の時間もあります。 

今回参加できない方も、興味がありましたらまずはお

問い合わせください。 

 

 

ブログやツイッターなど、日々進化する情報発信。しかし

その情報発信は、ボランティア活動やＮＰＯ活動への支

援・信頼につながっているでしょうか？このセミナーで

は、市民活動団体が活動を広げていくためにどのような

情報発信が必要か、活用できるものは何かを考え、情

報発信力のアップを目指します！ 

【浜田】８月２６日（木） １３：３０～１６：００ 

      いわみぷらっと会議室 
        （浜田市相生町１３９１-８ シティパルク浜田２Ｆ） 

【松江】８月２７日（金）１０：００～１２：３０ 

      松江市市民活動センター４０１研修室 
        （松江市白潟本町４３スティックビル） 

【定員】各先着３０名   【参加費】無料 

【講師】日本財団ＣＡＮPAN運営事務局 山田泰久氏 

【内容】講座とワークショップによるセミナー 

【対象】ＮＰＯ・ボランティア活動に興味のある方 

【申込・問合せ先】ふるさと島根定住財団（担当：大江） 

TEL：０８５２－２８－０６９０    ＦＡＸ：０８５２－２８－０６９２ 

Ｅ-mail：shimane@teiju.or.jp 

※申込みの際は、①希望会場（浜田・松江）、②お名前（ふ

りがな）、③団体名、④電話番号、⑤メールアドレス、⑥ブロ

グアドレス（お持ちの方のみ）の明記をお願いします。 

 

講師        山田泰久氏（日本財団ＣＡＮPAN運営事務局） 

        １９７３年群馬県生まれ。１９９６年に日本財団に入会。 

     国際協力、経営企画の部門を経て２００５年から４年

間、福祉の助成担当に。２００９年６月より現職となり、「共感×

信頼→つながり力」で社会を支える社会情報インフラ「ＣＡＮ

PAN」の企画・開発、普及・利用促進に取り組んでいる。 

【締切】８月２３日（月） （先着順） 
 



○締 切 日：８月３１日（火） 必着 

○助成内容：個人・グループの展覧会にかかる費用（例： 

 借り上げ料やコーディネーター派遣費用など） 

○助成対象：障がいがある方で創作活動を行う作家 

○対象活動：障がいのある方の絵画や立体造形などの創

作活動（個人・グループを問いません） 

問合せ：エイブル・アート・ジャパン 

TEL：０３－５８１２－４６２２ FAX：０３－５８１２－４６３０ 

E-mail：Info@ableart.org 

 

 

○締 切 日：９月１日（水）から９月３０日（木） 必着 

○助成金額：１件当り３００万円 

○対象活動：放送技術に関する研究・開発、放送に関す

る人文・社会科学的な調査・研究および文化的な事業 

○助成対象：該当する研究や調査を行う団体・個人（放送

事業者の本来業務を除く） 

問合せ： 財団法人放送文化基金 

 TEL：０３－３４６４－３１３１ FAX：０３－３７７０－７２３９ 

 

○日時：９月１２日（日） １０：００～１６：００ 

○会場：出雲市立平田図書館 ２階視聴覚ホール 

○参加費：１，５００円（会員）、２，０００円（一般） 

○定員：１２０名（定員になり次第締め切り） 

○内容：重松孝治氏（川崎医療福祉大学医療福祉学科）に

よる講演（演題：「アセスメントから支援へ～構造化のア

イデアを中心に～」） 

問合せ：特定非営利活動法人療育センター燦々 

TEL/FAX：０８５３－６３－５６０４  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○日時①ママの母乳相談会７月３０日（金）、８月２７日（金） 

   ②ベビーマッサージ８月２０日（金） 

   いずれも１０：３０～１１：３０を予定 

○会場：いずれもやすぎ懐古館一風亭 

    （安来市安来町１６３９）  

○参加費：①３００円、②１，０００円 

○定員：いずれも１０名 

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 FAX：０８５４－２３－７７６０ 

 

 

第４回「共生・地域文化 

大賞」アイデア部門募集 

 

ＮＰＯ法人総合ケアセン

ターのぎ 定期相談会 

○締 切 日：８月３１日（火） 必着 

○助成金額：１件あたり５０万円を上限とする 

○助成対象：①団体・グループ（法人の有無は問わない）、

②アクティビティセンター（自立生活センターなど）で 

設立日時や財政状態など４項目をみたすもの 

○対象活動：設備・備品・車両購入等 

 問合せ：特定非営利活動法人日本チャリティプレート協会 

 TEL：０３－３３８１－４０７１ FAX：０３－３３８１－２２８９ 

 チャリティプレート 

   助成金のお知らせ 

~6/27 

 

7/30 

~8/30 

○締 切 日：９月１０日（金） 当日消印有効 

○募集部門：①一般の部（共生アイデア大賞など３賞）、

②中学生以下の部、③就学前児童の部 

○対象団体：アイデアをお持ちの方 

○募集内容：地域文化活動を進める上で、仏教寺院と一

緒に実施したいアイデア 

問合せ：特定非営利活動法人きょうとＮＰＯセンター内 

    共生・地域文化大賞運営事務局 

TEL：０７５－３５３－６２９２  FAX：０７５－３５３－７６８９ 

~9/10 

~8/31 

 
~8/31 

「エイブル・アート・ 

アワード」支援先募集 

 

 財団法人放送文化基金 

   平成 22 年度助成 

    

9/1 

~9/30 

 

○締 切 日：ともに９月３０日（木） 必着 

【エッセイコンクール】 

○募集対象：「子育て・子育ち」にまつわるエッセイ（年

齢・性別などの制限なし） 

○募集規定：①自作で未発表のもの、②1 人 1 作品など

７項目を満たすエッセイであること 

○表彰内容：厚生労働大臣賞、最優秀賞など２７点のほ

か、応募者全員に参加賞あり 

【子育て支援活動の表彰】 

○募集対象：よい子育て環境づくりに資する活動を行い

成果を上げている個人・団体（規模は問いません） 

○表彰対象：日本国内で継続的に活動し、社会的認知度

の高い子育て支援活動を行う個人・団体 

○表彰内容：厚生労働大臣賞、未来大賞など１４組程度

を表彰予定（副賞あり） 

問合せ：「未来を築く子育てプロジェクト」事務局Ｔ係 

 TEL：０３－３２６５－２２８３ 

 HP：www.sumitomolife.co.jp/child/ 

第４回未来を築く 

子育てプロジェクト 
~9/30 

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          

 9/12 

 

第１回さんさん講演会の 

       お知らせ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

浜茶の草取りとびわの葉の採取 

 「仕事や子育てが無事終わったの

は地域の方々のおかげ。今は感謝

の気持ちを胸に、社会貢献の一環と

して“美都６０”の活動に参加してい

る。」と話す小川さん。長年暮らして

きた地域への愛着がうかがえる。 

 父親の仕事柄転勤が多く、高校３

年に美都町に移り住むまでに何回

も転校した。２０歳の時に縁あって

町内の保育所で働き始め、そのまま

５９歳まで勤務。その間、島根県男女

共同参画センター主催の「女性塾」

に通い文章能力の向上に努めたり、

通信教育を受けるなど常に自己研さ

んに励んできた。 

 その経験や知識は「美都６０」の活

動にも活かされている。小川さん

は、農業に関して全くの素人だった

が、今では事務局長として、事務処 

理だけでなく原材料の栽培、採取、加

工作業にも関わり、営業にも力を入れ

ている。 

 お茶との出会いは５年前。益田市内

の女性が一人で作っておられた。香ば

しいお茶をいただいている時、女性か

ら「私も高齢になり、いつまで作ってい

けるか。このまま廃れていくのは残念だ

から、あなた達に作る気持ちがあるの

なら教えたい。」との話をもらい、平成

１８年４月に任意団体「みと６０」を立ち

上げ、「みと６０健康茶」作りを始めた。 

 乾燥が不十分でカビが生えるなど失

敗を重ねながら、その年の秋にやっと

会員で試飲することが出来た。 

現在の『美都６０山里茶』が出来るま

でには、天候に左右されずに乾燥でき

る場所の確保や機械の導入など多くの

課題があり、助成金支援や地域の協力

を受けながら環境を整え、生産量増加

と茶葉の安定供給に努めた。平成２１

年３月に「益田ブランド認証品」、平成２

２年３月「Oh！セレクション認定商品」

（邑南町）となりパッケージの改良や県

外フェアへの参加など努力を続け、県

内外にリピーターも増えてきた。 

過疎・高齢化が進む美都町で、ビジ

ネスにより地域の活力を引き出し、住

民が定年後もいきいきと働ける場の提

供に成功している。美都６０の活動がこ

れからも継続できる環境づくりを今後

の目標に据える。 

 

島根県浜田市で生まれ、高校３年の時

美都町へ移り住み、３９年間町保育所

に勤務。退職する前から事務局員とし

て「美都６０」の活動に関わる。事務処

理だけでなく営業など団体の窓口とし

て奔走している。 

 

美都６０ 事務局長 

小川 律子さん 

「６０歳を過ぎても活き生きと地域で活

躍していこう！美都町を元気にしていこ

う！」という思いを込めて、平成１８年に結

成。「農事組合法人ゆいの里美都」の

加工部として、１０種類の原材料をブレ

ンドした『山里茶』を製造・販売してい

る。平成２０年度県民いきいき活動支援

事業採択団体。益田市美都町。 

 

 

 

 

美都６０ 

地域に恩返しを 

定年後新たなスタート 

 

“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。 

１１度度でで６６つつのの助助成成金金説説明明会会でですす！！  

平平成成 2222 年年度度第第 22 回回助助成成制制度度合合同同説説明明会会開開催催ののおお知知ららせせ  

【日程】 

■出雲会場：８月４日（水）１０：００～１２：３０  

      出雲市総合ボランティアセンター 

ボランティアルーム 

■松江会場：８月５日（木）９：３０～１２：００ 

      松江合同庁舎６０１研修室 

■益田会場：８月６日（金）１３：００～１５：３０ 

      グラントワ講義室 

 

地域のためにこんな事業をやりたい！こんな場所やモノ

があればいいのに！そんな想いを実現する助成金の合

同説明会・個別相談会を開催します。島根県内の様々な

助成制度をまとめて紹介します！ 

◆◆◆助成制度一覧◆◆◆ 
・社会貢献活動支援・単年型事業（ふるさと島根定住財団） 

・地域活性化活動支援事業（ふるさと島根定住財団） 

・しまね文化ファンド（島根県文化振興財団） 

・しまね女性ファンド（しまね女性センター） 

・人・まちファンド（島根県社会福祉協議会） 

・しまねいきいきファンド（島根県社会福祉協議会） 

【申込先】 島根県社会福祉協議会 担当：児玉・岩﨑 

 TEL：0852－32－5997  FAX：0852－32－5982 

 Ｅ-mail：voc@fukushi-shimane.or.jp 

【対象者】社会貢献・地域づくり、地域福祉に興味

のある方、一般の方 

【内容】制度説明（６０分）、個別相談（1団体あた

り１０分程度） 

【締切】7 月 31 日（金）（出雲・松江会場） 

    8 月 2 日（月）（益田会場） 

 



平成 22年度 地域づくりリーダー養成塾のお知らせ 
 

 

 

 

 

東部 西部 内容 

9/25(土) 9/28(火) リーダーとしての心構え 

10/2(土) 10/4(月) 地域活性化のアイデア創出 

10/9(土) 10/12(火) 事業概要の構築 

10/16(土) 10/19(火) 事業に必要な許認可や法律知識 

10/30(土) 11/2(火) 販売計画のたて方 

11/6(土) 11/9(火) 収支計画策定の方法 

11/13(土) 11/16(火) ビジネスプランの作成のまとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

図書紹介 
財団で貸し出し・閲覧を行っている図書の中からお勧めを２冊、ご紹介します。興味のある方は是非一度

お越し下さい。 

 

「人が災害に巻き込まれたら、ど

のような支援がいつ必要なの

か」を新潟・福島豪雨（２００４年）

や新潟県中越地震（２００４年）の

経験をもとにまとめた一冊。「新

潟水害救援ボランティア活動基

金」設立までの道のりから成果ま

での流れが分かり、災害ボランテ

ィアに対する理解も深まる。 

「ネットワーク 307号」 

（東京ボランティア・市民活動センター） 

東京ボランティア・市民活動セ

ンターが隔月発行している定期

刊行物。最新号には多様な寄付

の形態や、「支援者と活動資金

を増やす物品寄付」について紹

介。古本やペットボトルのキャッ

プ集めなど有名なものの中で

興味をそそられるのは、「入れ歯

リサイクル」の仕組みだろう。 

 ５月の研修の際に話をしたＮＰＯ法 

人の方から「映画の吹き替えを公募 

するから、興味があれば見学だけで 

も来ない？」とお誘いいただき、オー 

ディションにお邪魔しました。皆さん 

の声の演技と真剣なまなざしに驚か 

されるばかりでした。県外からオーデ 

ィションのために帰省した人もいたそうです。 

また、主催者がオーディションにも関わらず演技

指導をしているところに計り知れない熱意を感じまし

た。これから合同合宿や練習を重ねてスタッフ・声

優・映画に関わる人すべてが一つになり、映画を完成

させるのだと思うと、今から楽しみです。 

 

 

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、事業実施や団体運営に必要な知識を習得する

ことを目的とした連続講座を実施します。 

 

日時及び場所 

【東部会場】（松江）定員 30 名 

 時 間：１３：３０～１６：３０ 

 会 場：松江市市民活動センター（松江市白潟本町４３） 
 （※１１月１３日のみ、くにびきメッセ） 

【西部会場】（浜田）定員 20 名 

 時 間：１８：３０～２１：３０ 

 会 場：いわみぷらっと（浜田市相生町１３９１－８） 

【講師】藤田 悠久雄氏（経営コンサルタント） 

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/ 

【申込・問合せ】ふるさと島根定住財団 

〈東部〉松江事務局 地域活動支援課  

   ＴＥＬ：０８５２－２８－０６９０ 

〈西部〉石見事務所 

   ＴＥＬ：０８５５－２５－１６００  

 

「ボランティアにお金がかかる！？」 

（ＮＰＯ法人新潟ＮＰＯ協会） 

 


