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県民のユニークな発想や企画力を活かし、地域

課題解決や地域活性化に向けた公共性・公益性

の高い活動を一層充実させるとともに、県民の総

力を結集した地域づくりにつながる活動を支援し

ます。 

◆対象活動：公共性・公益性が高く収益を伴う

事が困難で、団体の立ち上がり期の活動や新

規の活動 

◆対象者：県内の非営利の任意団体及びＮＰＯ
法人（任意団体の場合は５名以上） 

◆助成額：１５～４０万円 

◆助成期間：１年以内 

◆助成率：対象経費の２／３以内 

 

【問合せ】 

（東部・隠岐）ふるさと島根定住財団  

地域活動支援課 

TEL：０８５２－２８－０６９０ 

（西部）ふるさと島根定住財団 石見事務所 

TEL:０８５５－２５－１６００ 

 

◆対象活動：地域活性化につながる事業・活

動のうち、収益を伴いながら事業の効果と継

続性がともに見込まれる立ち上がり期や新規

の活動 

◆対象者：県内の民間団体やグループ（５名

以上）及びＮＰＯ法人 

◆助成額：１００万円以下 

◆助成期間：１年以内 

◆助成率：対象経費の２／３以内 

 

◆対象活動：地域活性化につながる事業・活動
のうち、収益を伴いながら事業の効果と継続

性がともに見込まれる規模を拡大・本格稼働

する活動 

◆対象者：県内の民間団体やグループ（１０

名以上）、企業、ＮＰＯ法人等 

◆助成額：３００万円以下 

◆助成期間：２年以内 

◆助成率：対象経費の２／３以内 

 

【締切日】 

社会貢献活動支援：１１月２９日（必着） 
地域活性化支援（ステップアップ・ジャンプアップ） 

１２月２０日（必着） 

申請を希望される方は事前相談を受けられることを

強くおススメします。場合によっては、事業の組み立

てや収支予算等についてアドバイスもいたします。お

気軽にお申し出ください。 

ステップアップ事業 
（立ち上がり・新規事業） 

 

 

ジャンプアップ事業 
（規模拡大・本格稼働事業） 

 

 

社会貢献活動支援・単年型事業 

<担当者からのメッセージ> 

 



○締 切 日：１１月２４日（水）  

○助成金額：①１件当り１００万円以内（調査研究開発）、

②１件当り５０万円以内（活動・行催事）で助成対象経費

の２分の１以内 

○対象活動：花と緑に関連する広汎な分野においての①

調査研究開発、②活動・行催事 

○助成対象：①公益法人、②ＮＰＯ法人、③研究グループ

や実行委員会など 

問合せ：財団法人 国際花と緑の博覧会記念協会 

 TEL：０６－６９１５－４５１６  FAX：０６－６９１５－４５２４ 

 

Ａ．子どもの体験活動・読書活動 

○募集期間：１２月５日（日） 当日消印有効 

○助成内容：５０万円（市町村規模の活動）、１００万円（都

道府県）、３００万円（全国）を目安とし、１件当り２～ 

 ３０００万円を限度とする 

○助成活動：子どもを対象とする体験活動・読書活動（例：

自然体験活動、社会奉仕体験活動、職場体験活動、読

み聞かせ会、ワークショップなど）やそれらを支援する活

動（指導者養成など） 

○助成対象：一般社団法人・財団法人、ＮＰＯ法人など 

Ｂ．子ども向け教材開発・普及活動 

○募集期間：１２月５日（日） 当日消印有効 

○助成内容：１活動当り５００万円を限度とし、１件当り２～

３０００万円を限度とする 

○助成活動：体験活動・読書活動を支援するための教材開

発（開発したソフトを３年間無償で提供し、普及状況を文

書で提出する条件付き） 

○助成対象：一般社団法人・財団法人、ＮＰＯ法人など 

問合せ：独立行政法人 国立青少年教育振興機構 

    子どもゆめ基金部 助成課 

TEL：０１２０－５７９０８１ FAX：０３－６４０７－７７２０ 

 

○日 時：１１月２８日（日） １４：００～１６：３０ 

○会 場：島根県立古代出雲歴史博物館 講義室 

     （出雲市大社町杵築東９９－４） 

○参加費：無料（申込不要・定員１００名） 

※当日は写真・書画展示会を講演会場にて開催 

10/31 

 

 第 50 回 

らんぐ交流会のお知らせ 

○内 容：①関和彦氏（共立女子学園・島根古代文化セ

ンター客員研究員）による講演「島根半島の古代世

界」、②大谷めぐみ氏（大学共同利用機関法人 総合地

球環境学研究所研究推進支援員）による講演「四十二

浦巡りの魅力」 

 問合せ：島根半島四十二浦巡り再発見研究会 事務局 

 TEL：０９０－４５７２－０６４１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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          

 

○締 切 日：１１月１５日（月） 当日消印有効 

○助成金額：1件あたり３０万円上限（総額；４０００万円） 

○助成対象：地域での子どもに関わる福祉活動を目的と

する民間団体（４人以上）で現在活動中のもの 

○対象活動：地域における子育てに関わるボランティア

活動（「地域」「子育て」「ボランティア」がキーワード） 

問合せ：公益財団法人 キリン福祉財団事務局 

 TEL：０３－５５４０－３５２２ FAX：０３－５５４０－３５２５ 

 

 

平成 23 年度 子育て 

公募助成のご案内 
~11/15 

○日 程：１０月３１日（日） 

○会 場：らんぐ交流館（浜田市長沢町３３４－３） 

○募 集：独身男女３０名（２３歳から５０歳まで） 

○参加費：男性４，５００円 女性２，０００円（昼食費込） 

○講 師：若林 眞弓氏（Ｏｆｆｉｃｅ Ｂｅｌｔａ） 

○内 容：自分に似合う色の見分け方、パーソナルカラ

ーの各シーズンの色やコーディネイトのヒントを伝授 

 問合せ：ＮＰＯ法人 らん・ざーむ 

 TEL/FAX：０８５５－２３－４５６２ 

 花と緑の志を応援します 

平成 23 年度 助成事業 

  

    

~11/24 

 

 
~12/5 

平成２３年度 

子どもゆめ基金 

 

 

 11/28 

 

島根半島「四十二浦巡り 

     再発見講演会」 

 ＮＰＯ法人はとぽっぽ 

第８回福祉講演会を開催 

 ○日 時：１１月７日（日） １３：３０～１６：００ 

○会 場：いわみ～る ４０１号研修室 

     （浜田市野原町１８２６－１） 

○内 容：法相宗大本山薬師寺（奈良）の長老である安

田暎胤師をお迎えしての福祉講演会 

○参加費：無料（参加申込不要・整理券なし） 

問合せ：ＮＰＯ法人 はとぽっぽ  

TEL：０８５５－２５－０１６０  FAX：０８５５－２５－０１５５ 

11/7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金太郎くらぶの様子 

 

阿食さんの活動の起点となってい

るのは、３０年余り前に務めていた

特別養護老人ホームでの経験。当

時の淡々とおむつを替え、食事の介

助をする、「人間らしさ」が失われた

介護に疑問を抱いていた。職場の仲

間と何度も集い、「これからの老人

福祉」について熱く語り合ううちに、

「人生の最期まで、人間としての尊

厳のある普通の生活が保障されるべ

き」と、この問題を自分のライフワー

クにしようと決めた。 

 出産後、子育てと母の介護で仕事

が続けられなくなり退職。約１０年間

の主婦業の傍ら、子どもを連れなが

ら地域の公民館で、絵本を読み聞か

せのボランティアをしたり、老人ホー

ムの仲間と老人介護の勉強会を開

いたりした。 

自身の経験から、「だれもが気軽 

に安心して利用できる小さな福祉サ

ービスを作りたい」という想いで、「フ

ァミリーサポートホーム金太郎の家」

を設立。仕事や地域活動で得た豊富

なネットワークのおかげで、様々な

資格や経験を持った仲間が趣旨に賛

同し集まってくれた。 

子どもの一時預かりや高齢者の外

出支援を行う中で、「行政に提案する

時、任意団体では対等な立場で地域

住民の声を聞いてもらえない」と法

人化の必要性を感じた。平成１３年に

ＮＰＯ法人となり、介護保険事業への

参入や福祉移送サービスの運用を開

始。 

団体の活動は公共サービスで賄え

るものばかりではない。地域の障が

いを持つ方が行方不明になれば捜

索活動を、「海の水に触れたい」とい

う要望があれば小旅行を計画する。

地域のニーズを拾い上げ、迅速で柔

軟な対応をとれることが、小さなＮＰ

Ｏ法人の特徴であり、強みである。 

「介護保険や障害者自立支援事業

などの公共サービス充実とともに、

インフォーマルな部分の支援（ミニデ

イサービスや子どもの居場所提供）

も継続していきたい。」地域に求めら

れるものを提供し続け、新たなニー

ズに応えるサービスも検討していく。 

簸川郡斐川町生まれ。安田女子大学

卒業後、社会福祉事業団に勤務。介護

職員として８年勤め、退職後も公民館

活動や勉強会に参加。「地域の小さな

福祉ニーズを拾いたい」と仲間１５人で

任意団体を設立。平成２１年より現職。 

 

ＮＰＯ法人 ファミリー 

サポートホーム金太郎の家 

理事長 阿食 かをるさん 

平成１１年に設立、１３年に法人化。子育

て支援や集いの場（金太郎くらぶ、金太

郎大学など）の提供を軸に、介護保険

事業（通所介護、訪問介護等）や障害

者自立支援事業（学校への通学支援

や居宅支援等）も行う。ＨＰはこちら↓ 

http://www.icv.ne.jp/~kin5110/ 

ＮＰＯ法人 ファミリー 

サポートホーム金太郎の家 

「今日もえかった・・・ 

 そう言い合えるように」 

“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。 

 メンタルヘルスきたほり

教室    講演会開催 
11/22 

○日 時：１１月２２日（月） １３：３０～１５：３０ 

○会 場：松江市保健福祉総合センター３階大会議室 

     （松江市立病院となり） 

○内 容：精神科医として活躍される竹下久由先生をお

迎えし、日頃から感じていることの講演会、質疑応答 

○参加費：無料 

○参加締切：１１月１９日（金） 

問合せ：松江市精神障がい者地域生活支援センター 

アクティブきたほり 

 TEL：０８５２－２６－２２２２ FAX：０８５２－２６－２１４１ 

 第０回ハートフルフェスタ 

２０１０参加者募集中！ 
12/18 

○日 時：１２月１８日（土）  

○会 場：ＳＴＩＣビル １階＆２階 

     （松江市白潟本町４３） 

○内 容：民間団体でつくりあげる人権フェスティバル 

※１階の交流ホールで一芸披露を予定。一緒にお祭

りを盛り上げてくれる団体を募集しています。手品、腹

話術、ダンスなど一芸をお持ちの方々の参加をお待ち

しております！まずはお問い合わせください。 

問合せ：紫の風・ハートフルフェスタ実行委員会  

 TEL：０８０－３４９７－２５３９ 

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          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
情報開示度３(★

★★)以上で 

定住財団に申請 

あるいは 

しまね社会貢献

基金に登録 

http://shimane.canpan.info/ 

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。 

 

ボランティアの定義や思想、活動

に参加するにあたって想定され

る問題や確認事項などの他にも

国内・海外でのボランティア事情

について書かれた一冊。基本的

な知識を蓄えるのに適したもの

で、最後には青年海外協力隊の

歴史についても詳しく述べてあ

る。ビギナーにおすすめ。 

「ＮＰＯと企業 協働へのチャレンジ」 

（パートナーシップ・サポートセンター） 

全国各地で取り組まれている協

働の中でも「ＮＰＯと企業の協働」

による成功事例を集めたケース・

スタディー集。特にＣａｓｅ５「お菓

子工房パンドラのお菓子販売」事

業は、専門店顔負けの商品開発

の努力と企業の積極的支援が実

った成功例だ。企業との連携を模

索する人に薦めたい。 

 いよいよＮＰＯ活動推進自治体フ 

ォーラム島根大会開会まで約１か月 

となりました。今年のテーマは「いき 

いきとした地域社会の創造を目指し 

て」です。基調講演、分科会や早朝 

開催のセミナーまで、ＮＰＯに対する 

理解を深められる絶好の機会です。県内のＮＰＯ法

人の活動をパネルで紹介するコーナーもあります。 

ＮＰＯ関係者でも、興味はあるけどよく知らない方で

も得られるものは多いと思います。また、当日は定

住財団のスタッフも手伝いに出かけますので、お声

をかけていただけたらと思います。全国につながり

を広げるチャンスをお見逃しなく。 

 

藤原 英美 
スタッフ 

製作スタッフ日記その② 

「ボランティア学を学ぶ人のために」 

              （内海成治他 編） 

 

        はじめまして、森山と申します。             

       旧平田市出身で、高校を卒業して 

からは山口、米子、大阪、福山と渡 

       り歩き、１７年ぶりに島根にＵターン 

       しました。「ふるさと島根を発展させ

たい！」という熱い思いを頼りに 

戻ってきました。前職では旅行会社に勤務し、世界 

をまたにかけ（！？）旅をしてきましたが、島根に関 

しては何も分かっちゃいない「新参者」です。先ずは 

自分が島根の魅力発信源になれるよう、「知る」こと 

からはじめます。そして、島根の魅力ある人たちに 

お会いできるのを楽しみにしておりますので、ご指 

導のほど、よろしくお願いいたします。 

 

森山 忍 
副主任 

製作スタッフ日記その① 

 

レベル２認証 

１で認証済の団体のうち 

①情報開示度５で 

②下記項目も入力されていること 

・収支報告（前年度決算、当年度予算） 

・会員数、役職員数 

・ＦＡＸ・ＵＲＬ 

・添付書類 

   ・定款・前年度事業報告書 

   ・前年度決算書 

   ・今年度事業計画書 

   ・今年度予算書 

「しまね地域ポータルサイトだんだん」 

の団体認証基準が変更されました！ 

 

 

 

 

レベル１認証 
情 報 開 示 度 ３

(★★★)以上で 

定 住 財 団 に 申

請 

あるいは 

し ま ね 社 会 貢

献基金に登録 

 

日本財団ＣＡＮＰＡＮを活用した「しま

ね地域ポータルサイトだんだん」は、

島根県内のＮＰＯ法人・地域づくり団体

の情報開示を促進し信頼性向上につ

なげるために「団体認証」を行ってい

ます。今回、従来の認証基準を見直

し、新たに認証基準の段階化をするこ

とといたしました。より質の高い情報

開示に取り組んだ団体をきちんと評価

していくシステムに生まれ変わりま

す！この機会にぜひＣＡＮＰＡＮを活用

し団体の情報開示にお役立て下さい。

利用法の相談も随時お受けします。 

従来の認証基準 新しい認証基準 


