
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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 ＮＰＯに興味のある方、ＮＰＯ法人設立を検討中の方を対象にＮＰＯ入門講座を開催します。ＮＰＯ法

人についてだけではなく、設立するまでに知っておきたいことや、設立してから困らないためのヒント

をお教えします！是非ご参加ください。 

浜田会場 

12 月 8 日(水)      

13:00～16:00                      
いわみぷらっと会議室 2 
(浜田市相生町１３９１－8  

シティパルク浜田２Ｆ) 

 

松江会場 

12 月 15 日(水)    

13:00～16:00 
松江合同庁舎 604 会議室 

(松江市東津田町１７４１－１) 

 

講座「ＮＰＯのいろはを学ぼう！」 
（１３：００～１５：００） 

【講師：中野俊雄氏（行政書士・当財団専門相談員）】 

ＮＰＯ法人とはどのような法人なのか、法人化に伴うメ

リット・デメリットや公益法人等との違いを分かりやすく解

説します。設立後に知っておいたほうがいいことも詳し

く説明します！ 

 
「団体設立前に知っておきたいこと」 
（１５：１５～１５：４５） 

【発表団体：ＮＰＯ法人アンダンテ２１（浜田会場） 

     ＮＰＯ法人Ｇａｓｓｈｏ（松江会場）】 

実際にＮＰＯ法人を立ち上げて活動している団体の方

からお話を伺います。設立した時の思いや活動内容だ

けでなく、設立の際に困ったことやうまくいったことな

ど、これから法人化を検討される方に有益な情報をお伝

えします！ 

●定 員：浜田会場２０名 

        松江会場３０名 
※先着順ですので、参加申し込みはお早めに！ 

●参加費：無 料 

●対象者：ＮＰＯに興味のある方・団体設立を検

討中の方 

【申込方法】 
●Ｅメールの場合は、必要事項の①希望会場、②お

名前、③所属団体名、④電話番号、⑤講座で学びた

い事を記入してください。 

Ｅ－ｍａｉｌ：shimane@teiju.or.jp 

【申込締切】12 月 3日（金） 
※定員に達し次第締め切りますので、参加申し込みはお早めに！ 
 

ＮＰＯ 

入門講座 

（平成２２年度第５回ＮＰＯ実務者研修） 

ＮＰＯのいろはを学ぼう！  

【問合せ】 
ふるさと島根定住財団（担当：森山・藤原） 

TEL：0852－28－0690 

 



~1/24 

 

 平成２３年度 

  地球環境基金助成金 

 

○締 切 日：平成２３年１月２５日（火） 必着 

○助成金額：1件につき１～１０万円（総額１５０万円）  

○対象団体：地域文化活動に取り組む市民活動団体や

ボランティア団体（法人格の有無は問わない） 

 

○対象活動：地域の活動団体と仏教寺院や僧侶らの協働

による地域文化活動など 

※詳細については下記にお問い合わせください。 

問合せ：共生・地域文化大賞運営事務局 

 TEL：０７５－３５３－６２９２ FAX：０７５－３５３－７６８９ 

 

○募集期間：１２月１７日（金） 必着 

○助成内容：最高１５０万円（プロジェクト費用総額の３０％

以上７０％以内とする） 

○助成団体：ＮＰＯ法人で開発途上国における援助活動を

主たる目的とし、十分な実績を有している団体 

○対象活動：開発途上国で現地の人々と一緒に行う活動

（農業・農村開発や生活環境改善など） 

問合せ：財団法人日本国際協力財団 

TEL：０３－３２３４－７２８１ FAX：０３－３２３４－７２８２ 

 

○締 切 日：１２月３１日（金） 当日消印有効 

○助成金額：概ね１００万円以内（年度内に予定する１つの

事業予算の２分の１） 

○対象活動：青少年のスポーツの振興に関する事業を行

い、３年以上継続して活動している団体 

○助成対象：一般社団：財団法人、または規約、意思決定

の場、会計組織、団体事務所を有する団体 

問合せ：財団法人ヨネックススポーツ振興財団 事務局 

 TEL：０３－３８３９－７１９５  FAX：０３－３８３９－７１９６ 

~1/25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

○締 切 日：平成２３年１月１５日（土） 当日消印有効 

○助成金額：上限５０万円（対象経費の３分の２） 

○対象団体：島根県内の女性中心に活動する民間団体

（例：１０名以上の構成員のうち半数は女性である事） 

○対象活動：魅力ある地域づくり、男女共同参画社会づ

くり、次代を担う人づくり、水と緑豊かな環境づくりの

中で、女性が自主的に企画実施する活動 

問合せ：公益信託しまね女性ファンド事務局 

 TEL：０８５４－８４－５５１４ FAX：０８５４－８４－５５８９ 

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：平成２３年１月２４日（月） 必着 

○助成金額：一般助成・発展助成ともに概ね４００万円 

○対象団体：一般社団・財団法人、ＮＰＯ法人または規

約、意思決定の場、会計組織、団体事務所を有する任

務遂行力のある団体 

○対象活動：環境保全に資する活動（例：砂漠化防止、地

球温暖化防止、循環型社会形成など） 

 問合せ：独立行政法人環境再生保全機構  

地球環境基金部 地球環境基金課 

TEL：０４４－５２０－９５０５ FAX：０４４－５２０－２１９０ 
小さな共生助成金 

   申請団体 募集中 

○締 切 日：平成２３年１月１８日（火） 必着 

○助成金額：1件あたり上限１００万円（総額１，０００万円） 

○対象団体：非営利活動を行う民間団体（例：自治会、町

内会、高齢者の暴力・虐待防止活動に携わる団体など） 

○対象活動：高齢者への暴力防止事業（例：暴力や虐待防

止のためのスタッフ養成・研修プログラムや一般市民に

対する啓発活動・講演会など） 

問合せ：朝日新聞厚生文化事業団 

TEL：０６－６２０１－８００８  FAX：０６－６２３１－３００４ 

 

 

~1/18 
高齢者への暴力防止 

   プロジェクト助成 

~12/17  財団法人ヨネックススポー

ツ振興財団 助成団体募集   
~12/31 

~1/15 

 

○締 切 日：平成２３年１月２１日（金） 当日消印有効 

○表彰内容：【環境賞】優秀賞（副賞１００万円）、優良賞

（副賞５０万円） 

○対象団体：環境保全に関する調査、研究、開発、実践

活動等で画期的な成果をあげ、または今後成果が期

待される個人・法人・またはグループ 

○対象活動：環境保全に関する調査・研究・開発など 

問合せ：日立環境財団事務局 

 TEL：０３－３２５７－０８５１ FAX：０３－３２５７－０８５４ 

 

 

日立環境財団 

平成２３年度 環境賞 
~1/21 

 公益信託しまね女性 

ファンド 申請団体募集中 

 国際協力ＮＰＯ助成 

   申請団体 募集中 



12/23 

 

 映画「ビューティフル 

アイランズ」鑑賞会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鑑賞例会準備の様子 

 

小さい頃からおやこ劇場の会員

で、演劇鑑賞が大好きだった。大人

になってからも赴任先では必ず入

会し、プロの舞台を楽しみにしてい

た。おやこ劇場の理事を頼まれた時

は子育て真っ最中だったが、「子ども

がいるからこそ出来ることがある」と

前向きにとらえ、引き受けることに。 

平成１９年から理事長を務める

が、はじめの２年はつらい事が多く、

「責任の重さにつぶされそうだった。

子どもを優先して仕事を辞めたの

に、一緒に過ごす時間が削られるこ

ともあり寂しい思いをさせた。」しか

しその思いも３年目には薄れていっ

た。義務や責任もあるが、それ以上

に人との出会いや新たな経験が増 

えたことは大きな喜び。仕事を仲間と

協力して進めるうちに、繋がりの大

切さを実感し、「みんなでみんなの子

育て」をする醍醐味を知った。 

以前はすべて会員（大人）で決め

ていた鑑賞例会の１枠を、平成２０年

から公演依頼する劇団・演目の選定

から運営までを子どもたちに任せて

みた。福山で実施する鑑賞例会の企

画説明会（劇団作品のプレゼンテー

ションを聞く交流会）には中学生自ら

が出向き、劇団設立の思いや演目に

ついて質問した。そして、赤字になる

ことがわかれば少しでもお金を集め

ようと市内の祭りで物品販売を行う

など、大人顔負けの行動力で鑑賞例

会を実現。「初めは不安だったけど、

子どもの価値観が大人の視野を広

げ、いい刺激を受けている」と、子ど

もと一緒におやこ劇場を成長させて

いる。 

 「舞台鑑賞での感動体験は母と子

だけでなく、父と子の絆も深める。さ

らに地域の方々と観れば、時間と感

動を共有した分だけ身近に感じる。

おやこ劇場を通じて地域住民のネッ

トワークづくりに貢献し、皆がお互い

を気遣っていける社会をつくりたい」

と大きな夢に向かい走り続ける。 

 

島根県益田市生まれ。高校まで出雲市

で過ごし、兵庫教育大学へ進学。小学

校教員となり、益田市に赴任。在職中

に結婚・出産を経て３６歳の時に退職。

すでに団体の理事として活動に参加し

ており、平成１９年に理事長に就任。 

ＮＰＯ法人 浜田おやこ劇場 

理事長 花田 香さん 

平成元年に設立、平成１１年に法人化。

プロの舞台芸術の観賞会（定例会）に

加え、キャンプ事業、地域の達人講座、

子育て支援事業等も開催する。子ども

たち発の企画も今年度初めて実施。 

ブログはこちら↓ 

http://oyakochan.blog63.fc2.com/ 

ＮＰＯ法人 

浜田おやこ劇場 

 

子どもと一緒に成長 

視野も心も広くなる 

“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          

○日 時：１２月２３日（木） １６：４５上映開始 

○会 場：島根県芸術文化センターグラントワ 

     （益田市有明町５－１５） 

○内 容：映画「ビューティフルアイランズ」の上映会、海

南友子氏（同映画監督）による講演会 

○参加費：鑑賞料６００円（前売り券は５００円） 

１８歳以下は無料。託児所もあります。 

※招待券プレゼントあり。（５名様）応募はメールで受け付

けます。（アドレス：coaracchi@gmail.com） 

 問合せ：キャンドルナイト in益田実行委員会 

TEL：０９０－９７０４－６６１６ 

 

○日 時：平成２３年２月６日（日） １１：４５開始 

○会 場：和光パレス（江津市和木町６０６－１４） 

○内 容：独身男女の素敵な出会いをプロデュース（ビュ

ッフェスタイルの食事やゲームなど楽しい企画満載！） 

○対象者：２５歳～４０歳くらいの独身の方 

○参加費：男性５，０００円、女性２，０００円 

○締切日：平成２３年１月２０日（木） 必着 

 （応募多数の場合は抽選となります。） 

※詳細は江津商工会議所青年部のＨＰをご覧下さい。 

問合せ：江津商工会議所青年部事務局（担当：植野） 

TEL：０８５５－５２－２２６８  FAX：０８５５－５２－１３６９ 

 

 

2/6 
「いい恋しようよ２０１１」 

     参加者募集中 



	

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。 

 

「自分の貯金が人種差別や環境

破壊を拡大させる活動に使われ

ていたら、どうする？」編者の経

験から、「お金を支援したい活動

のために運用する」ことの重要性

や日本のＮＰＯバンク（北海道Ｎ

ＰＯバンク、東京コミュニティパワ

ーバンクなど）が紹介されてお

り、ＮＰＯバンクの作り方も解説。 

「利益が上がる！ＮＰＯの経済学」 

  （跡田 直澄 著） 

欧米で古くからＮＰＯとして活動

する団体を例に挙げながら、日

本でＮＰＯ（特にＮＰＯ法人）がど

のように活動資金を集めるべき

か、「ボランティア」という概念と

引き離して物事を考えるべきか

述べている。「協働する企業をＮ

ＰＯが立ち上げる」という考え方

は読んでいて新鮮だろう。 

 毎月行う機関紙発行。これまで機 

関紙の封入作業は財団内で行ってい 

ましたが、１０月号からは同じ建物に 

ある「しまね若者サポートステーショ 

ン」の方々にお願いしています。利用 

者の皆さんと職員の方が情報紙を三 

つ折りにしたり、宛名ラベルを貼ったりと、和気あいあ

いと作業されていました。とてもやり方が丁寧で、助

かっています。現在はまだ封入をお願いするだけの

関係かも知れませんが、これから少しずつ利用者の

方にも財団が行う事業や、支援している地域づくり団

体・ＮＰＯ法人の活動にも興味を持ってもらえたらと

思います。 

 

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/ 

「おカネが変われば世界が変わる」 

               （田中 優 編著）  

 

        ＮＰＯ法人・地域づくり団体を

対象とした「プレゼンテーション講 

座」を浜田・松江の２カ所で開催します！ 

 講師に古賀桃子氏（ＮＰＯ法人ふくおかＮＰＯ

センター代表）をお招きし、講義とワークショップ

を交えた盛りだくさんの講座です。是非ご参加く

ださい！ 

【開催時期】 

１月中旬から下旬 

浜田・松江の２カ所で実施予定 
※日時等決定次第、ＨＰ等に掲載します。 

しばらくお待ちください。 

【問合せ】ふるさと島根定住財団（担当：森山・藤原） 

 ＴＥＬ：０８５２－２８－０６９０ 
 

【中国ろうきんＮＰＯ寄

付システムの特徴】 
①少額だけど、多くの寄

付者の思いが詰まった５

万円です。 

②寄付金の使途に制限

はありません。事業費だ

けでなく、管理費や人件

費などにも活用できま

す。 

★寄付金交付の募集につ

いては１２月号（Ｖｏｌ．３３）

にてご案内いたします。 

また、寄付者も募集中で

す。詳しくはこちら↓ 

【問合せ・申込先】 

中国ろうきん営業店（また

は組合ろうきん窓口） 

http://www.chugoku.ro

kin.or.jp/ 

松江の２カ所で実施予定
※日時等決定次第、ＨＰ等に掲載します。

ください。

        当財団と中国労働金庫が協働

して行う「中国ろうきんＮＰＯ寄付 

システム」。寄付者（中国労働金庫に普通 

預金口座を開設しているお客様）の思いを各分

野（例：国際協力、まちづくりなど）で活動する島

根県内のＮＰＯ法人に配分します。（１年に１回） 


