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（平成２２年度第２回地域づくり団体 

マネジメント研修） 

を開催します！ 
ＮＰＯ法人やボランティア団体等による地域づくり活

動が活発に行われる中で、支持者や寄付金集め、助

成金の申請などの場面で必要とされるプレゼンテー

ション力。 

この講座では、「伝えたい情報の整理や棚卸」「プレ

ゼンの基本と押さえておきたいノウハウ」について、具

体的なワークを交えて学びます。 

【連絡・問合せ先】 

ふるさと島根定住財団 地域活動支援課 

電話：０８５２－２８－０６９０ 

 

１、ステップアップ事業審査会 
   【日時】 平成２２年２月１日（火） 

   【会場】 松江テルサ１階 テルサホールＡ 
 

２、ジャンプアップ事業審査会 
   【日時】 平成２２年２月７日（月） 

   【会場】 松江テルサ４階 大会議室 

 

【申込方法】 
●ＦＡＸの場合は、「申込書」をお送りください。 

ＦＡＸ：０８５２－２８－０６９２ 

●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

⑥プレゼンの予定の有無を記入してください。 

Ｅ－ｍａｉｌ：shimane@teiju.or.jp 

【問合せ】 

ふるさと島根定住財団（担当：森山・藤原） 

ＴＥＬ：０８５２－２８－０６９０ 

 

【申込締切】1 月１９日（水） 
※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！ 

浜田会場 （定員３０名） 

１月２４日（月） １３:００～１６:３０ 

いわみぷらっと会議室１・２ 
 

松江会場 （定員３０名） 

１月２５日（火） １３:00～１６:30                       
松江テルサ ４階 研修室１ 
 
 

活動への理解と共感の輪を広げる 

プ レ ゼ ン 講 座 
活動への理解と共感の輪を広げる 

プ レ ゼ ン 講 座 

★対象：地域づくり活動に興味がある方、助成事業

に関心のある方、地域づくりのヒントがほしい方、そ

の他どなたでもご来場いただけます。（予約不要、

入場無料） 

★発表団体、時間等については決定次第、ＨＰ等に

掲載いたしますのでご確認ください。ご不明な点は

下記の連絡先までお問い合わせください。 

地域の課題を解決するための事業に対する助

成事業の一般公開審査会を開催します。 

 

地域づくりのヒントが見つかる！！ 
「ステップアップ・ジャンプアップ事業」 公開審査会のお知らせ 



○締 切 日：２０１１年１月３１日（月） 必着 

○表彰内容：ティファニー製トロフィーと賞金２００万円 

○対象団体：非営利目的の活動を５年以上継続する組織 

○対象活動：日本の伝統文化の振興と現代社会の活性化

に寄与する活動（例:伝統文化をテーマに国内外と交流

することで開かれた地域づくり、地域社会の活性化に 

役立てている事業） 

問合せ：財団法人日本国際交流センター内 ティファニ

ー財団賞事務局 

TEL：０３－３４４６－７７８１（代表） 

E-mail：office@mbk-kankyokikin.com 

 

〈ワークショップと講義で学ぶ子どものキモチ２〉 

○日時：２０１１年１月９日（日） １０：００～１５：３０ 

○内容：遊びの中にある子どもの大切なものを学び、コミ

ュニケーション力を高めるワークショップ 

〈ワークショップ～子どものココロに響く「あそび」ってな

に？～〉 

○日時：２０１１年１月１０日（祝）１０：００～１５：３０ 

○内容：あそびをみんなで創作（１月９日からの続き） 

〈２日間共通〉 

○会場：いきいきプラザ島根 ３０１研修室 

 （松江市東津田町１７４１－３） 

○参加費：各日５００円（保険料含む）※昼食は各自持参 

○講師：北島尚志氏、清水洋幸氏（ＮＰＯ法人あそび環境

Ｍｕｓeumアフタフ・バーバン） 

○定員：各会場２５名（１０日のみの参加は不可） 

問合せ：ＮＰＯ法人ほっと・すぺーす２１（担当：すとう） 

TEL：０９０－８０６６－５１８３ 

HP：http://www8.plala.or.jp/hotspace21/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第１９回住まいとコミュ

ニティづくり活動助成 

 ○締 切 日：２０１１年１月１４日（金） 必着 

○助成金額：１件あたり１００万円を上限 

○助成対象：営利を目的としない民間団体で、代表責任者

が明確であること、意思決定の仕組みが確立され、会

計処理が適切になされている団体 

○対象活動：住まいとコミュニティづくりに関わる活動（例：

バリアフリーのまちづくりや集合住宅の再生など） 

問合せ：財団法人ハウジングアンドコミュニティ財団 

TEL：０３－３５８６－４８６９  FAX：０３－３５８６－３８２３ 

 

~2011 

 1/14 

~2011 

1/31  第４回 

ティファニー財団賞募集 

~2011

1/31 

 読売光と愛の事業団 

福祉作業所 助成先募集 

 ○締 切 日：２０１１年１月３１日（月） 必着 

○助成金額：1件につき３０万円（１０団体を予定） 

○助成対象：作業所（地域活動支援センター、就労継続

支援Ｂ型など）※小規模・財政基盤の弱い団体優先 

○対象活動：農林水産業やその加工、園芸関連の活動

（例：花壇づくりで地域の環境整備に貢献している） 

問合せ：読売光と愛の所行段・生き生き作業所係 

TEL：０３－６２２６－７６３３  FAX：０３－６２２６－７６３５ 

 

~2011 

1/31 

 2011 

 1 月 

おとなのコミュニケーシ

ョン力向上の連続講座 
 

〈フリースクール全国ネットワーク１０周年 

子ども・若者全国合宿〉 

○日時：２０１１年２月１１日（祝・金）～１２日（土） 

○会場：国立オリンピック記念青少年総合センター・ 

センター棟（東京都渋谷区代々木神園町３－１） 

○合宿内容：絵を描いたりモノづくりを体験するワークシ

ョップ、全国フリースクールの紹介など 

○参加費：宿泊参加は７，０００円、1 日参加は２，０００

円、１０周年パーティー参加は３，０００円 

〈フリースクールスタッフ「研修・養成講座」〉 

○日時：２０１１年２月１２日（土）～１３日（日） 

○会場：国立オリンピック記念青少年総合センター 

○参加者：フリースクールに関心のある学生、現職教

員、研究者など 

○参加費：一般１９，０００円（宿泊費、２食込）、日帰り１

日につき５，０００円（食事別） 

問合せ：ＮＰＯ法人フリースクール全国ネットワーク 

 TEL/FAX：０３－５２９４－０５２５ 

 

 

子ども・若者全国合宿と 

スタッフ研修・養成講座 

2011 

2 月 

○締 切 日：２０１１年１月３１日（月） 必着 

○助成金額：原則として 1事業あたり上限３０万円 

○助成対象：鳥取県・島根県に活動本拠地があり、国・

県・市町村しての無形民族文化財の保存団体であるこ

となど、４つの要件を有するもの 

○対象活動：地域伝統芸能の保存と継承に資する活動

（例：伝統芸能の発表会、後継者育成のための活動） 

 問合せ：山陰中央テレビ「伝統芸能助成事務局」 

 TEL：０８５２－２３－３４３４ 

 平成２３年度 ＴＳＫ 

地域伝統芸能振興助成金 

 

~2011 

1/31 



そば打ち体験の様子 

 

平成１２年、江角さんの義父が古

民家を購入した。江角さんは、「初め

は退職した義父の別荘をデザインし

よう」と考えていたが、中を見て「原

型を残した無駄のない古民家にした

い」と思いなおした。前の所有者が

徹底して維持管理していた形跡があ

ちこちに見られたからだ。その場しの

ぎで改装した跡もなく、築２００年の

古民家は直し甲斐のある宝のような

存在だった。江角さんは自己資金を

用い、８年かけてこつこつと壁や内

装を改修。「暮らしの豊かさ」を体感

できる空間に仕上げた。 

 はじめは改修作業をしながら試験

的な宿泊体験を行っていたが、継続 

的に行えるように「古志古民家塾」を

設立。仕事の延長でもある団体の活

動は、思い描いたものを形にし、試

行錯誤も方向転換もできるのが魅力

だ。自分で作った椅子なら修理の仕

方も分かり、失敗から学ぶこともたく

さんある。「モノづくりを体験すること

で、何かを作り出す楽しさを思い出

す。」時間や日々の仕事に忙殺され

る現代の暮らしを見つめなおすきっ

かけにしてほしいと、五感を使う炊飯

体験や創作活動に力を注ぐ。 

 また、海外からの訪問者も多く、

建築を学ぶ日本・オーストラリアの学

生を派遣するワークショップにも関

わっている（「Ｃｉｔｙ Ｓｗｉｔｃｈ」）。建

築をテーマに、いろんな人とまちづく

り計画を実現するのはモノづくりに通

じている。異文化交流や新しい知識・

価値観が吸収できるだけでなく、参

加者全員の刺激となり、創作意欲を

掻き立てるきっかけになる。 

これから取り掛かりたいことは、鉄

鍛冶や漆などの日本の伝統的なモノ

づくり。特に日本固有の漆塗りを用い

たマイ箸づくりに意欲的だ。いいも

のは長持ちし、次世代へと継承され

る。古民家だけでなく、人間の暮らし

方も再生できる道を模索していく。 

島根県出雲市生まれ。進学し、東京の

建築事務所へ就職。２６歳の時に結婚

したのを機に島根にＵターン。家業の

設計事務所を継ぎ、義父の購入した

古民家を改修・再活用する「古志古

民家塾」を設立し、代表を務める。 

古志古民家塾 代表 

江角 俊則さん 

平成１３年に設立。建築事務所「江角ア

トリエ」も兼ねており、コンサート会場、そ

ば打ち体験場、宿泊施設と多様な施

設活用を展開。椅子づくりや壁塗り体

験などのモノづくり活動も定期的に行

なっている。ＨＰはこちら↓ 

http://www.kominka-life.com/ 

古志古民家塾 

 

良いものは長く持つ 

古民家の魅力発信 

“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。 

ＮＰＯ法人会計基準が完成し、多くの団体が初め

て事業報告書を作成する時期。「基準に従って作

成はしたいけど、ボランティアの換算や寄付の取

り扱いなどが分からない」という団体の方におす

すめです！ 

ＮＰＯ法人会計基準講座＆個別相談会のお知らせ 

【松江会場】松江市市民活動センター２階研修室 

平成２３年２月３日（木） 

●講座  １０：００～１２：００ 

●相談会 １３：００～１６：００ 

     （相談時間４０分・４組限定） 

【浜田会場】いわみぷらっと会議室２ 

平成２３年２月４日（金） 

●講座  １０：３０～１２：３０ 

●相談会 １３：２０～１６：１０ 

    （相談時間４０分・４組限定） 

●講師：福田龍太 氏（公認会計士・税理士） 

          当財団専門相談員 

●定員《講座》：各会場３０名 

●参加費：無料 

【申込・問合せ先】 

ふるさと島根定住財団（担当：森山・藤原） 

TEL：０８５２－２８－０６９０ 



	

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。 

 

「エコマネー」とは何ですか？と

いう問いに、「善意のこもった温

かいお金」と著者は表現する。地

域通貨流通の実験やケーススタ

ディなど、これから地域通貨の導

入を考える方にお勧め。信頼に

よって成立する通貨は、地域住民

の関係性が比較的深い地方で

は、発展しやすいかもしれない。 

「ＮＧＯ大国 インド」 

  （斎藤 千宏著） 

インドのＮＧＯ事情について詳し

く書かれた一冊。「なぜインドに

はＮＧＯが多いのか？」という疑

問に歴史的背景と多くの事例を

交えて答えている。ケーススタ

ディの中でも、働く女性の環境

整備や政策提言、自立への支援

を行うＳＥＷＡの事例は特に読

むことをお勧めしたい。 

  １２月１日より「中国ろうきんＮＰ 

Ｏ寄付システム」の配分団体募集を 

開始しました。多くの団体に活用して 

いただけるように周知してまいりま 

す。ＮＰＯ法人の皆様、ご応募をお待 

ちしております。 

 今年も残すところあと１０日あまりとなりました。今

年は天気・気温が変わりやすく、体調を崩された方も

多いのではないかと思います。風邪などひかず、楽し

い年末年始を迎えたいですね。 

沢山の方に迷惑をかけ、その度にフォローしてい

ただいた１年でした。来年は少しでも恩返ししたいと

思います。それでは皆様よいお年をお迎えください。 

 

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/ 

「あたたかいお金『エコマネー』」 

              （加藤 敏春編著）  

 

どんな制度？ 

⇒地域課題の解決や地域活性化などに取り組むグ

ループ・団体が、具体的・実践的な指導や助言が必

要になった場合に、団体等に直接、地域づくりアド

バイザーを派遣し、個別相談を行います。この時の

謝金・旅費（規定額）を当財団が負担します。 

アドバイザーとは、どんな人？ 
⇒相談毎に、派遣対象者から要望があったアドバイ

ザーもしくは当財団が紹介するアドバイザーを派遣

します。 

石見事務所（担当：黒川） 

電話：0855-25-1600  FAX：0855-25-1630 

 

どんな相談があるの？ 
●コミュニティビジネスを行い地域に活気を取り戻した

いが、具体的に何をしたらいいのか分からない。 

⇒社会活動支援を行っているアドバイザーを派遣し、コ

ミュニティビジネス（福祉・産業・コミュニティの３分野

と地域資源の活用）について指導。 

 

●竹を生かした照明を作成し、これを活用して地域おこ

しをしたいが、専門的な知識を持つメンバーがいない。 

⇒竹灯を作成する技術者を派遣し、作成方法を指導。

など 

地域づくりアドバイザー派遣制度 

【問合せ先】 ふるさと島根定住財団 

松江事務局（担当：清野） 

電話：0852-28-0690  FAX：0852-28-0692 

 


