
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

主 催 団 体 助 成 制 度 

島根県社会福祉協議会 
人・まちファンド 

しまねいきいきファンド事業 

島根県共同募金会 

赤い羽根共同募金助成事業 

ＮＨＫ歳末たすけあい助成 

事業 

しまね国際センター 
世界とつながる島根づくり 

助成金 

しまね自然と環境財団 ふれあい環境助成金 

しまね女性センター 公益信託しまね女性ファンド 

島根県文化振興財団 公益信託しまね文化ファンド 

ふるさと島根定住財団 

ステップアップ/ 

ジャンプアップ事業 

社会貢献活動支援事業 

 

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 23 年度第 1回助成制度合同説明会 

【問合せ】 

社会福祉法人 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 

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制度の合同説明会・

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一度に紹介

します！ 

４月５日(火) １３：３０-１６：００ 

いわみぷらっと会議室 （浜田市相生町）  

４月６日(水) １０：００-１３：００ 

いきいきプラザ島根４０３研修室 
（松江市東津田町）  

４月７日(木) １２：１５-１４：３０ 

隠岐島文化会館青年研修室 
（隠岐の島町西町吉田） 

隠岐会場 

松江会場 

浜田会場 

※天候によっては中止の場合もあります。 

【申込方法】 
●FAX の場合：「参加申込書」をお送りください。 

⇒FAX：０８５２－３２－５９８２ 

●E-mail の場合：必要事項（①団体名、②団体住所、③

氏名（ふりがな）、④緊急時の連絡先、⑤e-mail、⑥参

加会場）を明記してください。 

 E-mail：voc@fukushi-shimane.or.jp 

※個別相談をご希望の方は、「個別相談申込書」も忘れ

ずにお書きください。 

 定員になり次第締切ります。お申込はお早めに。 

mailto:voc@fukushi-shimane.or.jp�


○締 切 日：４月４日（月） 当日消印有効 

○助成内容：1 団体あたり３０万円（総額２，０００万円：環

境分野・子ども分野共に１，０００万円） 

○助成団体：①ＮＰＯ法人・任意団体、②設立後１年以上

が経過し活動実績を有する団体、③直近の年間収入が

３００万円以下の団体であること 

○対象活動：①環境分野（地域の自然環境を守る活動、循

環型地域社会をつくるための活動等）、②子ども分野

（子どもたちの豊かな遊びの場をつくる活動等） 

問合せ：全労済 経営企画部内 地域貢献助成事業事

務局（担当：佐藤） 

TEL：０３－３２９９－０１６１ FAX：０３－５３７１－２６８５ 

 

○締 切 日：４月１５日（金） 必着 

○助成金額：①５０～３００万円（福祉活動支援事業）、５０

万円以上（社会参加促進活動支援事業）、②５０～７００

万円（地域連携活動支援事業）、③５０万円以上（全国

的・広域的ネットワーク活動支援事業） 

○対象活動：個々の団体が実施する社会福祉の振興に資

する創意工夫のある事業（福祉活動支援事業）など 

○助成対象：社会福祉の振興に寄与する事業を行う法人 

問合せ：独立行政法人 福祉医療機構 助成事業部 

 TEL：０３－３４３８－９９４５  FAX：０３－３４３８－０２１８ 

 

 

̃4/30 

 

 公益財団法人 

キリン福祉財団助成事業 
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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          

̃4/4  平成２３年度 

社会福祉振興助成 
̃4/15  全労済 地域貢献助成 

      申請募集中 

̃4/30  公益財団法人 庭野平和財団 

     助成団体募集中 

○締 切 日：４月３０日（土） 

○助成金額：1 件あたり１００万円（総額：１，０００万円） 

○対象団体：個人・団体（国籍や法人格の有無は問わな

いが、永続性があること）※特定の宗教団体や政治理

念に立脚した活動、営利目的の活動、出版事業、奨学

金などは除く。 

○対象活動：宗教的精神に基づいて行われる平和のた

めの活動（①宗教的精神に基づく社会・平和活動、②

地域のエンパワーメントを創生する活動） 

問合せ：公益財団法人 庭野平和財団 助成係 

 TEL：０３－３２２６－４３７１ FAX：０３－３２２６－１８３５ 

○締 切 日：５月３１日（火） 当日消印有効 

○助成金額：１団体あたり７００万円で、期間は２年半（採

択は２～３団体） 

○対象活動：高齢社会における地域福祉、まちづくりを目

指す地域を基盤とした先駆的事業、認知症高齢者に関

する予防からケアまでの総合的な先駆的事業など 

○助成対象：すでにすぐれた活動実績をもつ社会福祉法

人、財団法人、社団法人、ＮＰＯ法人が原則（代表者、事

業責任者が信頼に足るものであること） 

問合せ：日本生命財団 高齢社会助成 事務局 

 TEL：０６－６２０４－４０１３  FAX：０６－６２０４－０１２０ 

 

5/31 
日本生命（ニッセイ）財団 

    先駆的事業助成 

○締 切 日：ともに４月３０日（土） 当日消印有効 

〈平成２３年度 キリン・子ども「力」応援事業〉 

○助成金額：１団体あたり１５万円（総額５００万円） 

○対象団体：１８歳以下のメンバー中心に活動するグル

ープ（小学校等の計画・指導がある活動は除く） 

○対象活動：子どもたちの力を引き出すことを目的に、子

どもの発想から生まれ、子ども主体で実施する活動 

〈平成２３年度 キリン・シルバー「力」 公募助成〉 

○助成金額：１団体あたり３０万円（総額５００万円） 

○対象団体：６５歳以上が中心となって活動する４人以上

のグループ（老人福祉施設等のグループは除く） 

○対象活動：高齢者が、地域のために、その知識・技術・

経験を活用するグループによるボランティア活動 

 問合せ：公益財団法人 キリン福祉財団（担当：栃内） 

TEL：０３－５５４０－３５２２ FAX：０３－５５４０－３５２５ 

5/15 

○日 時：５月１５日（日） １４:３０～１６：３０ 

（受付１３：３０～） 

○会 場：いわみーる４０１研修室 

（浜田市野原町１８２６－１） 

○参加費：無料 

○定 員：２００名まで（参加申込不要・整理券なし） 

○内 容：澄川喜一氏（彫刻家・グラントワセンター長）

による講演（演題：「石見の文化力」） 

問合せ：ＮＰＯ法人はとぽっぽ 

TEL：０８５５－２５－０１６０ FAX：０８５５－２５－０１５５ 

ＮＰＯ法人はとぽっぽ 

第 9 回福祉講演会 開催 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ご美会の皆さん 

 

 矢田さんが地域づくりに力を入れ

だしたのは、県外の小・中学生を受

け入れ、生活を共にする「大田市山

村留学」に関わり始めた平成８年。そ

の一年前から、「祖母の空き家を何

かに役立てたい」と修理を始めてい

た。子どもが遊びに来ることで、地

域も自身も元気と愛情に包まれる。

現在は北三瓶の学校で１年間学ぶ

長期留学生も受け入れており、留学

生の一人、なっちゃん（仮名）との関

わりは特に矢田さんを勇気づける。 

 なっちゃんは短期留学で滞在した

際、「大丈夫かな？」と心配になるく

らい心を閉ざしていたが、矢田さん

の声掛けから徐々に話すようにな

り、帰る頃には矢田さんに抱きつい 

て、「帰りたくない」と泣きだすほど心

を開いてくれたという。その半年後に

は年間留学生として大田に戻り、こ

の４月からは２年目を迎える。なっち

ゃんの成長ぶりに驚きつつ、「お父さ

ん」と言って駆け寄る彼女の笑顔が、

「まだまだ頑張れる」とやる気にさせ

てくれる。 

「子ご美会」の主なメンバーは６０

代前後の地域住民。「人生６０歳か

ら。若い世代は自分達の生活で精い

っぱい。元気な私たちが地域のため

に動かなくては」と支え合う。矢田さ

んも６０歳を過ぎてから地域貢献を

考えるようになった。山菜や自家産

米を使った田舎料理の提供や、いろ

り・五右衛門風呂を満喫できる「子ご

美の里」を運営し、時には農業を始め

たい若者の相談相手にもなる。 

島根県や大田市の職員が活動の

重要さを理解し、情報発信や事業実

施のために協力してくれることも。パ

ソコンは苦手なので、得意な人に力

を借りながら活動を継続する。「お金

が儲かればそれに越したことはない

が、金銭以上に得られる喜びがあ

る。山間地に住んでいれば尚更、笑

顔があふれる地域にしたい。」地域

づくりにかける思いは年を重ねるごと

に強くなっていく。 

島根県大田市生まれ。市内で会社と

農業を営みながら、都会と田舎をつな

ぐ「山村留学」の受け入れや田舎ツー

リズム体験施設「子ご美の里」の運営

を行う。平成１３年の「子ご美会」設立

の際に会長となる。 

子
こ

ご美会
ご み か い

 会長 

矢田
や だ

 千里
ち さ と

さん 

平成１３年に設立。大田市山口町佐津

目集落の住民で構成され、宿泊体験

のほか、平成２１年度より町内の耕作放

棄地を復田し、「田んぼのオーナー制

度」を実施。平成２０年度ステップアップ

事業採択団体。大田市山口町。 

ＨＰ：http://kogominosato.net/ 

子
こ

ご美会
ご み か い

 

 

山間地で地域づくり 

人の笑顔がやりがい 

“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          

5/22 

○日 時：５月２２日（日） １０：４５～１６：００ 

○会 場：松江市市民活動センター２０１研修室 

  （松江市白潟本町４３ ＳＴＩＣビル） 

○参加費：８００円 

○定 員：３０人（申し込み順） 

○内 容：千葉知江子氏（ＮＰＯ法人あそび環境 Museum 

アフタフ・バーバン）によるコミュニケーション力を培う

基礎や実際を学ぶワークショップと講義 

問合せ：ＮＰＯ法人ほっと・すぺーす２１（担当：周藤）  

TEL：０９０－８０６６－５１８３ 

子どもに関わる人材育成 

  ワークショップ講座 ○日時等：（東部）５月２１日（土） １３:００～１５：００ 

いきいきプラザ島根４０３研修室 

（西部）５月２２日（日） １０：００～１２：００ 

  いわみーる軽体育室 

○参加費：１，０００円 ※託児あり（１人３００円）  

○定 員：１５０名 （託児定員は１０名） 

○内 容：「子どもへのまなざし」、「『育ちにくい子』と感じ

たときに読む本」の著者、佐々木正美氏 （児童精神科

医、川崎医療福祉大学特任教授ほか）による講演会 

問合せ：ＮＰＯ法人しまね子どもセンター 

TEL/FAX：０８５４－８２－５１１１  

5/21 

5/22 

人間関係に喜びを感じる 

子どもに育てる 講演会 
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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。 

 

国会議員である著者が、自身の

政治家としての経験・知識を用い

ながらＮＰＯ支援の必要性につ

いて述べた一冊。ＮＰＯの給与形

態や、他の公益法人との比較が

分かりやすく紹介されている。政

府の関連政策についても多く論

じてあり、設立検討中の方にお

勧めしたい。 

「ＮＰＯ法人運営・税務完全マニュアル」 

（ＮＰＯ法人設立運営センター著） 

ＮＰＯ法人は、設立よりも継続し

て運営していくことや会計税務

の透明性を高めることが難しい

といわれるが、本書ではその課

題に対して丁寧に解説されてい

る。実際に法人運営に携わる著

者ならではの細やかな記述は

参考にしたい。新たな制度認識

の前に読むと効果倍増だろう。 

 「春は別れの季節」と言いますが、 

まだまだ別れを偲ぶには肌寒いで 

すね。３月になっても雪が降り、卒業 

式にも雪が舞っていたようです。きっ 

と忘れ難い思い出となることでしょう。 

 さて、今年度最後のいきいきねっと 

発行となりました。今年度も多くのＮＰＯ法人関係者、

地域づくり団体の皆様に大変お世話になりました。取

材を通して、講座等を通じて当財団の事業内容やス

タッフの人柄を知っていただき、皆さまには人生観、

地域を元気にする熱意を教えていただきました。本

当にありがとうございました。次年度も変わらずご支

援を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

 

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イベン

ト告知・スタッフ募集など募集中です。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。 

次回は４月２０日（水）発行予定ですので、

e-mail、fax、郵送等で定住財団までご連絡くださ

い。（４月１０日ごろまで） 

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/ 

「日本を元気にするＮＰＯのつくり方」 

              （市村 浩一郎著）  

 

東北地方太平洋沖地震により被災をされた皆さ

まに、心よりお見舞いを申し上げます。 

また、ボランティアや支援物資等についてお問

い合わせをいただいておりますが、県民の皆さま

の温かいご支援に感謝申し上げます。 

被害状況も徐々に明らかになり、救援活動も本

格化しつつあります。 

義援金やボランティア受け入れ等の最新情報に

ついては、県民活動応援サイト「島根いきいき広

場」内に「東北関東大震災 災害ボランティア情報」

コーナーを設けておりますので、ご覧ください。 

ＵＲＬ：https://www.shimane-ikiiki.jp/ 

もしくは、「島根いきいき広場」でご検索ください。 

島根いきいき広場 検索 
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