
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

地域づくり・N P O 活動団体情報紙 2010.9.17 発行 

Vol.30 

出雲と益田で 

開催します！ 

日 時 

会 場 

相談員 

平成２２年１０月７日（木） 

１０：００～１５：００（希望時間により調整） 

益田市総合福祉センター 

会議室Ａ・Ｂ（益田市須子町３番１号） 

【会計・税務】 利弘 健氏 
            （公認会計士・税理士） 

【事業運営】  山本 千夏子氏 
            （行政書士） 

【労務管理】  虫谷 国博氏 
            （社会保険労務士） 

【商品企画等】杉本 和行氏 
            （経営コンサルタント） 

日 時 

会 場 

相談員 

平成２２年１０月６日（水） 

１０：００～１５：００（希望時間により調整） 

出雲合同庁舎７０１会議室 
（出雲市大津町１１３９） 

【会計・税務】 福田 龍太氏 
            （公認会計士・税理士） 

【事業運営】  山本 千夏子氏 
            （行政書士） 

【労務管理】  村松 文治氏 
            （社会保険労務士） 

【商品企画等】杉本 和行氏 
            （経営コンサルタント） 

【申込・問合せ】ふるさと島根定住財団（担当：藤原） 

 ＴＥＬ：０８５２－２８－０６９２ 

※事前に必ず申し込みください。 

【申込締切】９月３０日（木） 
 

ＮＰＯ・地域づくりマネジメント研修 
With 田舎ツーリズム 

（平成２２年度第１回マネジメント研修） 

【日  程】平成２２年１０月１５日（金）１０:３０～ 

１０月１６日（土）１４:３０ 
【会  場】 吉田健康福祉センター 

（雲南市吉田町・吉田総合センター隣） 

※交流会・宿泊会場は吉田グリーンシャワーの森 

【講  師】 川北秀人氏（人と組織と地球のための国際研究所代表者） 
野上泰生氏（NPO法人ハットウオンパク運営担当理事） 

【定  員】 ４０名 ※定員に達し次第、締め切らせていただきます。 
【費  用】 ９〃１６０円(テキスト代・体験・宿泊料・交流会費・昼食２食。) 

【持ち物】 歩きやすい靴、洗面用具などご準備ください。 
 

出雲会場 益田会場 

 吉田のまち歩きや 

座学体験、異分野交流 

の時間もあります♪ 

【申込締切】１０月８日（金） 
★１泊２日の宿泊研修です。興味がおありの

方はまずご連絡ください！ 

【申込・問合せ】 
ふるさと島根定住財団（担当：藤原・桔梗） 

ＴＥＬ：０８５２－２８－０６９０ 



~11/30 

 

 セブン-イレブン 

みどりの基金 公募助成 

○締 切 日：１１月１２日（金） 必着 

○助成金額：１事業あたり１００万円以内 

○対象活動：①音楽・芸術創造活動、②音楽・芸術創造環

境整備活動 

○助成対象：①営利を目的としない法人、②会則があり意

思決定・会計処理の組織を有する任意団体 

問合せ：社団法人 私的録音補償金管理協会 事務局 

 TEL：０３－３２６１－３４４４  FAX：０３－３２６１－３４４７ 

 

○日 時：１０月１０日（日） １１：００からと１６：００から 

○会 場：島根県立大学浜田校舎キャンパス 

     （浜田市野原町２４３３－２） 

○内 容：県立大学在校生のためのメンタルヘルスドラム

サークル（ドラムサークルとは誰でも参加可能なリズム

ゲームや即興リズムアンサンブルをプログラムした音楽

コミュニケーションのこと） 

 問合せ：ハートでつなぐドラムサークルしまね 

 TEL:０８５４－８５－７２００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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          

 平成２３年度年賀寄付金 

  配分申請受付開始 

 ○募集期間：１０月１日（金）～１１月３０日（火） 

当日消印有効 

○助成金額：①５０万～５００万円（活動・一般プログラ

ム）、②５０万円上限（活動・チャレンジプログラム）、③

５００万円上限（施設改修、機器購入、車両購入） 

○助成対象：社会福祉法人、ＮＰＯ法人、公益財団法人等 

○対象活動：日本国内で行う社会福祉の増進を図る事

業、文化財保護を行う事業など１０の対象活動 

問合せ：郵便事業株式会社経営企画部  

TEL：０３－３５０４－４４０１  FAX：０３－３５９２－７６２０ 

10/1~ 

11/30 

 

○締 切 日：１０月３１日（日） 必着 

○助成金額：制限は特になし（他団体との相対評価） 

○助成対象：法人または団体 

○対象活動：緑や花に囲まれた美しいふるさとづくりを目

的とした、公共性のある緑化活動 

問合せ：株式会社コメリ 「コメリ緑資金の会」事務局 

 TEL：０２５－３７１－４１１２ FAX：０２５－３７１－４１５１ 

 

 

コメリ緑資金の会 

    助成先募集中！ 
~10/31 

○募集期間：１１月８日（月） 当日消印有効 

○助成内容： 1件あたり年間３００万円程度 

○助成活動： 地域に生きる人びとが主体となり、地域内に

おける課題の解決を目指すプロジェクト形式の活動 

問合せ：公益財団法人トヨタ財団  

地域社会プログラム（担当：大庭、加賀、鷲澤） 

TEL：０３－３３４４－１７０１ FAX：０３－３３４２－６９１１ 

 

 
~11/8 

財団法人トヨタ財団 

地域社会プログラム公募 

 

 

○締 切 日：１１月２０日（土） 当日消印有効 

○助成金額：1事業あたり１５０万円を上限  

○対象団体：非営利法人  

○対象活動：地域社会の核となって実施する青少年の健

全な育成につながる事業 

問合せ：日本たばこ産業株式会社 ＣＳＲ推進部 

 TEL：０３－５５７２－４２９０ FAX：０３－５５７２－１４４３ 

~11/20 
ＪＴ青少年に関する 

    ＮＰＯ助成事業 

○締 切 日：１１月３０日（木） 当日消印有効 

○助成内容：①環境市民活動助成（活動助成、自立事業

助成、広域連携促進助成：２００万円～４４０万円程度）

②地域美化活動助成（緑化植花活動助成、地域清掃活

動助成：２０万円～１００万円） 

○助成対象：①ＮＰＯ法人、任意の環境市民団体等、②

継続的に活動を行っている市民団体 

○対象活動：①環境問題の解決に寄与する活動、②継続

的な植花活動や清掃活動 

 問合せ：一般財団法人 セブン-イレブン記念財団 

 TEL：０３－６２３８－３８７２ FAX：０３－３２６１－２５１３ 

 私的録音補償金管理協会 

       助成事業 

    

~11/12 

 

 

○締 切 日：１２月１日（水） 必着 

○助成金額：プロジェクトの大きさにより異なる 

○対象団体：日本あるいはアメリカ合衆国にある非営利

団体（例：社団法人、財団法人、ＮＰＯ法人など） 

○対象活動：①平和で安定的かつ公正な国際秩序の形

成に向けた、多様な利害関係者による対話の促進な

ど２種類の活動 

問合せ：国際交流基金日米センター 

 TEL：０３－５３６９－６０７２ FAX：０３－５３６９－６０４２ 

国際交流基金日米センター 

一般公募助成 
~12/1  10/10 

 

第１１回海遊祭 

「ドラムビレッジカフェ」 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

忍者まちを走る！（忍者就業）の様子 

 

「パートナーの転勤で浜田に移り

住んだ時、知り合いが一人もいな

い淋しさから友達への電話代で月

に２万円支払った事があった。聴い

てほしいと思う子どもの気持ちが

わかるのは、自分にも類似した経

験があるからかも」と活動の原点を

語る周藤さん。 

仲間と「子どものための電話（も

しもしにゃんこ  ）」を始めたいと

強く思ったのは、おやこ劇場全国大

会で留守番電話に残された子ども

たちの心の叫びを聞いた時だっ

た。いじめが社会問題としてクロー

ズアップされ始めた頃で、苦しみを

訴える声は周藤さんに大きな衝撃

を与えた。松江に戻り電話相談の

研修に度々参加したのち、平成１７

年に約３０人で「ほっと・すぺーす 

 

２１」を立ち上げた。 

初めは、「自殺を止めなければ」、

「解決策を示さなくては」と思っていた

が、ある講師の「相手の話を聴ききる

ことが大事。真剣に耳を傾け安心感を

与え、子ども自身が持っている整理

する力に気付くお手伝いすることが大

切」という言葉に安堵した。「一本一

本の電話を丁寧に聞くことが私たちの

役割だ」と腑に落ちた瞬間だった。 

平成１９年からは子どもから高齢者

を対象としたコミュニケーション力向

上の研修も行っている。「子どもたち

の微妙な変化に気づけるのは日々出

会う高齢者の方々なので、彼らの支

えは絶対に必要」という電話の聴き手

が提案し実現した事業だ。研修後に

は必ず「もしもしにゃんこ  」電話カ

ード作製のために寄付を募る。「あな

たの１００円で８０人の子どもたちに

カードが届きます」というと、自分の全

財産である１円玉３０枚を嬉しそうに

寄付してくれるお年寄りもいた。 

「今は県外から講師を招いて実施

しているが、いずれは自分達が講師

となり幅広い世代に関わりたいと考

えている。また、『もしもしにゃん

こ  』の継続のためには聴き手の育

成が大きなカベ。とにかく活動を継続

させることが今後の課題。」５年目を

迎えたほっと・すぺーす２１はこれから

も出来ることを地道に続けていく。 

 

松江市宍道町生まれ。島根女子短期

大学を卒業後、松江市内の保育園に

勤務。２７歳の時退職し、昭和６０年から

平成１４年まで浜田で過ごす。松江に帰

った後、仲間とほっと・すぺーす２１を立ち

上げ、現在、副理事長を務める。 

 

ＮＰＯ法人  

ほっと・すぺーす 21  

副理事長 周藤 八重子さん 

平成１７年に設立。平成１８年９月より子

どもの電話「もしもしにゃんこ  」を開設

（アクセスは年間約１３００件）。平成１９年

法人化後に子どもから高齢者まで対象

としたワークショップも開始。ブログはこ

ちら↓ 

http://blog.canpan.info/h-nyanho/ 

 

ＮＰＯ法人 

ほっと・すぺーす 21 

「力は己の中にあり」  

子どもたちに響関者を 

“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。 

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          
 第 3 回ゆめのつばさ 

コンサート２０１０ 
10/17 

○日 時：１０月１７日（日） １３：３０開場 １４：００開演 

○会 場：松江市総合福祉センター４階ホール 

     （松江市千鳥町７０） 

○内 容：島根で活躍する１４組のアーティストが出演す

る障がい者の雇用を目指した音楽の祭典、「ゆめのつ

ばさ」ＣＤも好評発売中。また、同所フロアにてチャレ

ンジドアート展も同時開催!（１０：００～１７：００） 

○参加費：前売り券１，５００円、当日券２，０００円 

問合せ：ＮＰＯ法人サポートセンターどりーむ 

 TEL/FAX：０８５３－６３－４００１ 

 HP：http://sc-dream.net/ 

 「１０月（シウォレ）の 

  マダン」へのご招待 
10/16 

○日 時：１０月１６日（土） １３：３０～１６：３０ 

○会 場：くにびきメッセ 多目的ホール 

     （松江市学園南一丁目２番１号） 

○内 容：韓国伝統舞踊の披露、市民モデルによる韓国

伝統衣装ファッションショー、多国籍屋台の出店等 

○参加費：１００円（入場料：冊子代） 

※韓国伝統衣装ファッションショーの市民モデルを募

集しています。詳細は下記問合せ先まで。 

問合せ：在日本大韓民国民団島根県地方本部 

 TEL：０８５２－２６－６８３０ FAX：０８５２－２６－７８６９ 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ＣＡＮＰＡＮブログ 

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。 

 

島田夫妻と発達障害のある息子

の航平くん（仮名）との日常生活

から、発達障害に対する誤解や

偏見について綴られた一冊。外

見からは理解されにくい発達障

害に向き合う両親の苦悩と、一生

懸命に生きる航平くんの無邪気

なエピソードに心打たれる。子ど

もを見る視野が広がるだろう。 

「共感のマネジメント」 

  （松本 修一 著） 

ＮＰＯ向けの定期刊行物「ＮＰＯ

マネジメント」で誌上相談対応を

行う著者の一冊。イラストをもと

に分かりやすく理論を解説。人

のやる気を引き出す方法やリー

ダーになるための姿勢など、マ

ネジメントに関するヒントがちり

ばめられている。市民活動団体

でなくとも共感することは多い。 

 ９月中旬になり、ようやく涼しくて 

過ごしやすい季節になりました。秋 

は楽しい事が沢山ありますね。食欲 

の秋、スポーツの秋、芸術の秋など、 

地域の活動やイベント情報に繋がる 

ものばかり。私の楽しみな秋のイベン 

トと言えば「松江城大茶会」です。今年で２７年目を迎

え、１０の流派が厳選されたお道具でお手前を披露し

ます。近年は煎茶や紅茶を出す流派も多いです。や

はり「和」を体感してゆっくりとした時を過ごせる茶室

の雰囲気はいいものだと感じます。抹茶が苦手な人

も楽しめるので、暑さで疲れた体を癒しに外出してみ

てはいかがでしょうか？ 

 

藤原 英美 
スタッフ 

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/ 

「発達障害をわかってほしい」 

                （島田 博 著） 

 

市民活動団体のための 

ＣＡＮＰＡＮブログ 
作成講座 

〈松江〉 
日時：平成２２年１０月２６日（火） 

１３：００～１６：００ 

会場：松江市市民活動センター５０３研修室 
（松江市白潟本町４３スティックビル） 

 

〈浜田〉 
日時：平成２２年１０月２８日（木） 

１３：００～１６：００ 

会場：いわみーる４０３研修室 
（浜田市野原町１８２６－１） 

 

市民活動には情報発信が不可欠！日本財団の公益コミュニティ

サイトＣＡＮＰＡＮでブログを作って、活動にいかしてみませんか？ 

本講座では実際にパソコンを操作しながら、ブログ開設から記

事の更新まで学んで頂けます。 

ぜひご参加ください！ 

定員：各先着１０名 

対象：ＮＰＯ・ボランティア活動に興味のある方でブログを作

ってみたい方ならどなたでも参加いただけます。 

講師：ふるさと島根定住財団スタッフ 大江 基博 

 【申込締切】１０月２２日（金） 
★詳細は下記ページでご確認

ください。

〈www.teiju.or.jp/local/?ken

shu_npo4〉 

【問合せ】ふるさと島根定住 

財団（担当：大江） 

ＴＥＬ：０８５２－２８－０６９０ 

 


