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申請ご希望の方は、まずは事前に

ご相談ください。 

事業の組み立てや収支予算等 

についてアドバイスいたします。 

お気軽にご連絡ください。 

 

★選考のポイント★ 

第 2回募集 

社会貢献活動支援事業（単年型） 

【対象者】 
・県内の非営利の任意団体(５名以上) 

・ＮＰＯ法人 
 

団体の立ち上げ期の活動や新規の活動が対象となる助成です 

締切間近 

 
11/18

(金) 

 
 

 地域の課題解決が見込める公共性・公益性の高い事業かどうか 

 課題解決に合致した実現可能な事業計画かどうか 

 事業を遂行することが可能な団体か 

 わかりやすく、熱意・説得力のある説明か 

 

【採択事例】 

●ＮＰＯ法人ひだまり 

（21年度採択：松江市） 
『工賃向上の為の木工製品 

開発事業』 

障がいのある人達の作業工

賃向上を図り、社会参加する喜

びを知ってもらうため木工製品

の開発を行う。開発した製品は

地域の祭やバザー等で販売す

る。また、製品の成型の指導を

受け作業所内での成型を行う。 

●浜田を明るく照らし隊

（22年度採択：浜田市） 
『大学生と市民で 

安心安全な町を考えよう』 

大学生と市民の協働事業。安

心安全に暮らすために自分た

ちで実際にできることを考え実

行に移すワークショップを開催

する。あいさつ活動・門灯点灯

をより多くの市民に理解しても

らうための普及活動を行う。 

●赤雁元気ばかもん隊

（22年度採択：益田市） 
『赤雁ばかもん隊決起事業 

（10年後に桜の下で花見 

      こと興し事業）』 

地域社会荒廃、住民間の連

帯意識の低下などの問題解決

のため、地域のシンボル「天道

山」の環境整備と桜の木の植栽

等、交流拠点の整備を行う。 

【対象経費】 
①謝金 ②食料費 ③旅費 ④消耗品費 

⑤使用料及び借上料 ⑥通信運搬費 ⑦印刷製本費 

⑧備品購入費 ⑨その他事業実施に必要と認められる経費 

⑩一般管理費（助成額の 1割を限度とする） 

【助成額】 
１５万円以上 ４０万円以下 

 

【助成期間】 
決定から１年以内 

 

【助成率】 
対象経費の２／３以内 



口腔ケアについて知ろう 

○日  時： １０月２９日（土） １０：００～１１：３０ 

○会  場： 益田市人権センター「あすなろ館」研修室 

○参加費： 無料 

○内  容： 口腔ケアについて分かりやすくお話頂きます。 

○締切日： １０月２４日（月）※締切以降は電話でお問合わせ下さい 

○講  師： 松本 正人氏(益田市「メディカル工笑」代表） 

問合せ：ＮＰＯ法人陽だまり 大谷 TEL：０８５６-２２-０５２６ 

主  催：ＮＰＯ法人陽だまり 

○締 切 日： １２月５日（月） 当日消印有効 

 ○助成金額： 活動が市区町村規模 上限１００万円、都道

府県規模 上限２００万円、全国規模 上限６００万円 

○助成対象： 一般社団法人または一般財団法人、ＮＰＯ

法人、任意団体等  

○対象活動：･子どもを対象とする体験活動（自然体験、

科学体験等）や読書活動（読書会等）、また

はそれらを支援する活動 

問合せ：（独法）国立青少年教育振興機構 子どもゆめ基金部 

TEL：０１２０-５７９０８１(携帯不可） E-mail:yume@niye.go.jp 

 

○締 切 日： １１月２０日（日） 当日消印有効  

○助成金額： 年額最高１件あたり １５０万円 

○助成対象： ２０１１年９月３０日時点で、法人として１年

以上の活動実績を有する非営利活動法人 

○対象活動： 日本国内において、地域社会の核となって実

施する地域コミュニティ再生と活性化につながる事業 

問合せ：日本たばこ産業（株） ＣＳＲ推進部 社会貢献室 

 TEL：０３-５５７２-４２９０ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

しまね子育ち子育て支援ネットワーク つながるネ!ット 

○日 時： １１月２３日（水・祝） １０：１０～１５：４０ 

○会 場： 出雲市民会館 ３０２会議室 定員：３０名 

○参加費： ５００円（無料託児定員８名。要予約） 

○内 容： 「仲間が増えるわけが分かる 団結力アップ講座」 

 講師：川北 秀人氏（ＩＩＨＯＥ 代表） 

○締切日： １１月１１日（金） 

問合せ：ＮＰＯ法人しまね子どもセンター TEL：０８５４-８２-５１１１ 

主 催：しまね子育ち子育て支援ネットワークつながるネ!ット、 

    島根県 

 

○締 切 日： １２月１２日（月） 当日消印有効 

○助成金額： 総額３，３００万円（予定）。件数未定。 

過去実績では１件あたり２０～２００万円程度 

○助成対象： 在宅医療に携わる個人及びグループ 

○対象活動： 提供者側・利用者側双方の視点からの「在

宅医療」の問題を明確化し、研究データを積み重ね、将

来の開発、方向性の提案・提示等を行うような研究 

問合せ：公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団 

TEL： ０３-５２２６-６２６６／０５０-３５５９-５４０１ 

 

 

 

○日  時： １１月６日（日） １０：００～１２：００ 

○会  場： くにびきメッセ ６０１会議室 

○内  容：・基調講演（神戸大学大学院教授 黒田 慶子氏） 

     ・パネルディスカッション 

○締切日： １０月３１日（月） 

問合せ：ＮＰＯ法人里山バイオマスネットワーク 安食 

TEL：０９０-９０６６-３５０７E-mail:woodybiomass@mail.goo.ne.jp 

主 催：島根県中山間地域研究センター 

ＮＰＯ法人里山バイオマスネットワーク 

平成２３年度 

 防災安全講演会 

 

10/30 

本事業はライオン（株）の寄付を受けて実施しています。 

○締 切 日： １１月３０日（水） 当日消印有効 

○助成金額： １団体あたり上限１００万円 

○助成対象： 学校及び市民団体 

（ＮＰＯ，ＮＧＯ、サークルなど） 

〇対象活動： 水資源確保・河川美化清掃・水質保全など

の水環境保全活動 

問合せ：公益社団法人 日本河川協会 

TEL：０３-３２３８-９７７１ 

～12/12 

｢きれいな川と暮らそう｣ 

        基金 

益田市はつらつ介護者 

   ふれあい支援事業 

～12/5 
子どもゆめ基金 

平成２４年度助成 勇美記念財団 

在宅医療研究助成 

ＪＴ ＮＰＯ助成事業 

 

～11/30 

 

～11/20 

 

10/29 

 全県交流会２０１１ 里山バイオマス 

フォーラム in しまね 
11/23 11/6 

地域で紡ぎだす自主防災 

○日  時： １０月３０日（日） １０：００～１２：００ 

○会  場： チェリヴァホール 大ホール（雲南市木次町里方５５） 

○参加費： 入場無料 （無料駐車場あり） 

○講 師： 瀧本 浩一氏(山口大学理工学研究科環境共生系

学域 准教授、宇部看護専門学校 非常勤講師) 

問合せ：島根県総務部消防防災課 TEL：０８５２-２２-５８８５ 

    雲南市総務部総務課  TEL：０８６４-４０-１０２７ 

 

mailto:woodybiomass@mail.goo.ne.jp
TEL:０８５２-２２-５８８５
TEL:０８６４-４０-１０２７


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以前、１００歳でお亡くなりになるま

でヘルパー会員皆で看取った『田中の

おじいさん』。訪問介護を続けるうちに

信用を得て、ご自宅の一室を活動のた

めの事務所として使うことを申し出られ

るまでに。お世話をしながら反対に教

わることも多く、強い絆ができた。その

出会いは、「私たちの心の財産」となっ

ているという。だから「お世話をさせて

いただく」という精神で、サービスを提

供する。 

活動を始めた当初、県内では介護に

関する学びの場はどこにもなかった。

勝部さんは、先頭をきってヘルパーの

養成に精力的にあたった。 

「ボランティアだからといって、いい

加減なことはできない。良いサービス

をきちっと提供するのはあたりまえのこ

と。」たとえば、洗濯物を干すこと一つに   

 
 

 

 

 

 

しても、しわくちゃのまま干すのときち

んと整えて干すのとでは、心掛けひと

つでサービスの質が違ってくる。利用

者に喜んでいただくことがヘルパー

にとっても喜びとなる。 

また、資金面では苦労の連続だっ

た。今のように、世の中にまだＮＰＯ

というものが認知されていない時代。

活動に必要な場所を作るために、金

融機関に何度もかけあい、ようやく融

資を得ることができた。 

生前『田中のおじいさん』が口癖の

ように言っておられた「自分みたいな

困っている年寄りのための場所を作っ

てくれ」という言葉を、グループホー

ムという形で実現できたことは大きな

喜びである。 

活動姿勢や介護の必要性が認識し

てもらえるようになり、さらに２軒目

のグループホーム設立につながっ

た。 

団体の理念は「愛・技術・忍耐」。サ

ービスの根底にある思いが「愛」「忍

耐」、そこに利用者が安心してサービ

スを受けていただくための裏付けとし

て介護の「技術」が伴う。 

「まごころサービスがやるからに

は、ＮＰＯ法人としての役割を忘れる

ことなく、まじめに良いサービスをきち

っとする。」 

20周年を迎えるにあたっても、その

基本姿勢は変わらない。 

 

隠岐・西郷出身。養護教諭の経験を

持ち、自分の実父の介護の経験もあ

り、議員も 10年務めあげた経歴の持

ち主。 

心のこもったケアを心がけ、良いサー

ビスを必要な方が受けられるよう、養

成講座を開催して、質の高い介護を

指導。 

ＮＰＯ法人 

まごころサービス松江センター 

理事長 勝部 加代さん 

平成 4年、県内初の在宅福祉サービ

スを開始。２つのグループホーム・訪

問介護・有償ボランティアを柱に、まご

ころのこもった福祉サービスを展開。

自主財源確保のため、バザーも毎年

1回行う。今年 20周年を迎え、１１/１９

にその記念事業を行う。 

「愛・技術・忍耐」 

変わらぬ理念で 

“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。 

今までの主な活動 

まごころサービス 

松江センター 

８７年に京都大学を卒業し、（株）

リクルートに入社。国際採用・広

報・営業支援などを担当し、９１

年に退職。その後、国際青年交流

ＮＧＯ代表や国会議員政策秘書

などを務め、９４年にＩＩＨＯＥ 

［人と組織と地球のための国際研究所］を設立。ＮＰＯ

や社会責任・貢献志向の企業マネジメント、環境・社会

コミュニケーションの推進を支援している。 

 

 

■講  師 ： 川北 秀人氏 

IIHOE［人と組織と地球のための国際研究所］ 代表 

■場  所:松江市市民活動センター 

（スティックビル）５０１研修室 

■対象者:ＮＰＯ法人、地域づくり団体、

任意団体、行政等 
（各日定員４０名） 

 ＊1組織から複数名の参加をお勧めいたします。 
■参加費:1,000円 
（テキスト代@500円×2 日分）  

＊どちらか 1日だけの参加も可能です。 

1日目 

2日目 

～基礎編～ 

11／21（月） 10：00～16：00 

  ｢協働の原点を見つめ直す｣ 

～実践編～ 

11／22（火） 10：00～16：00 

  ｢協働に必要な提言力を磨く｣ 

ご参加お待ちしています 

～協働 の “原点” を 見つめ直す  ２日間～ 

 

昨年度のバザーの模様（今年は１０／２５） 

 



メールマガジンは月 2回発行！ 
登録はお済みですか? 

 

＜島根県新しい公共支援事業＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制作スタッフ日記 

内田 麻紀 

からの参加者すべてのグループでの合意が得られる

まで、何度も対話を重ねていかれたということでし

た。これまでに多数決で決められることを普通のよう

に思っていた事自体を考えさせられ、国際的で新し

い視点を与えられた気がしました。 

なかには実費程度の費用がかかる研修もあります

が、新しい発見ができ、活動へのヒントが得られる講

習会や研修に、時間をやりくりして、ぜひ参加される

ことをお勧めします。 

【問合せ】 

ふるさと島根定住財団 地域活動支援課 

担当：森山・福間 

ＴＥＬ：0852-28-0690 

     講義 
マネジメントの父であるドラッ

カーの非営利組織論を学びます。

非営利組織にも企業と同じよう

なマネジメントや経営が基盤づ

くりのポイントとなります。 

独立行政法人大学評価・学位授与機構准教授 

言論ＮＰＯ理事、 

エクセレントＮＰＯをめざそう市民会議理事 

講師はこの方！ 

ドラッカーの愛弟子 

田 中  弥 生氏 

 

１１月４日（金） 
１４：００～１７：００ 

いわみぷらっと 会議室（定員３０名） 

 

１１月５日（土） 
９：３０～１２：３０ 

スティックビル５０１研修室（定員４０名） 
 

※両会場ともテキスト代６３０円が必要です。 

    ワークショップ 
ドラッカーの思想を基につくられ

た評価基準ツール「エクセレント

ＮＰＯ」を用いて、自らの組織の

自己診断を行います。 

▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△ 

   県民活動応援サイト「島根いきいき広場」メールマガジン 

        https://www.shimane-ikiiki.jp/ 

          毎月第２・第４水曜日発行 

  がんばろう！ニッポン  顔晴れ！日本  しまね！顔晴る 

▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△ 

https://www.shimane-ikiiki.jp/ 

県民活動応援サイト 

「島根いきいき広場」では、 

メールマガジンを発行しています。 

島根県内のボランティア情報や 

ＮＰＯ法人・地域づくり団体情報、助成金情報などを 

掲載し、毎月第２・第４水曜日に発行します。 

☆登録は 、島根いきいき広場 ト ップページ

(https://www.shimane-ikiiki.jp/)より左サイド下方

のバナー「メールマガジン登録」をクリックし、 

メールアドレスを入力するだけです。 

先日、国際規格の策定に直接関

わられた関氏をお招きしての、

ISO26000 講演会を行いました。その

規格の策定会議自体に“マルチス

テークホルダー・プロセス“が用い

られたとのこと。そこで、興味深かっ

たのが、採択にあたって、多数決で

はなく、さまざまな背景を持つ国々 

現在 Vol.57 まで発行

中。バックナンバーも

見ることができます。 

https://www.shimane-ikiiki.jp/

