
 

 

あの「山本 繁」氏の講演会を開催します！ 

～第２回コミュニティビジネスセミナー～ 

 

 

 

 

                                  

 

 

山本 繁 氏 
 

NPO 法人 

NEWVERY 理事長 
 

１９７８年東京都生まれ。 

慶応義塾大学卒業と同時に 

「若者たちが未来に希望を 

持てる社会を創る必要がある」と考え、NEWVERY

の前身となる団体を設立。現在、若者の社会的

弱者への転落を未然に防ぐため「日本中退予防

研究所」を運営。２０１１年１１月、豊島区と連携し

若者向け「おとな大学」を開校。 

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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皆さんは、「社会起業家」という言葉をご存知

ですか？ 

今、社会や地域の課題解決を生業とするライ

フスタイルが注目を浴びています。 

山本氏は、「週刊ダイヤモンド」の日本の社会

起業家３０人に選ばれ、最近では「ＡＥＲＡ」

の“日本を立て直す１００人”にも選ばれてい

る他、著書「やりたいことがないヤツは社会起

業家になれ」も評判を呼んでいます。 

地域課題の解決を目指しながら、収益を伴う

というのは難しいとの声をよく耳にしますが、

山本氏の体験や失敗事例からは多くのヒントが

学べるはずです。是非ご参加ください。 
  

 

 

 

 

【演  題】 

「若者に新しい果実を」 

【日  時】 

浜田会場：３月２日（金） 

        於）いわみぷらっと 

松江会場：３月３日（土） 

       於）サンラポーむらくも 

※時間はいずれも 13:30～16:00 

【定  員】 各会場 50名 

【参加費】 無料 

こんな方にオススメ！ 

★地域のために何かしたい！ 

★ＮＰＯ法人で活動しているけど、 

資金が集まらない！ 

★コミュニティビジネスに関心がある！ 

★若い人の支援をしたい！ 

★漫画家を目指している！ 



 

○締 切 日： ３月３０日（金）当日消印有効  

○助成金額：総額２,５００万円 

１件あたり標準５０万円上限２００万円 

○助成対象：日本国内に拠点を持つ非営利活動団体で

活動実績が２年以上の団体 

○対象活動：「子どもを守る」をテーマに子どもたちの 

健やかな育ちを応援する活動 

問合せ：ＮＰＯ法人モバイル・コミュニケーション・ファンド 

TEL：０３-３５０９-７６５１ 

 

○締 切 日： ３月３１日（土）当日消印有効 

○助成金額：１件あたりの助成額 １００万円を限度 

助成件数 ４～５件程度 

○助成対象：主に、まちづくりに寄与する活動・運動・事業

を行っている団体。  

問合せ：（財）区画整理促進機構 街なか再生全国支援

センター TEL：０３-３２３０-８４７７ 

E-mail: mail@sokusin.or.jp 

○締 切 日： ３月３１日（土）必着  

○助成金額：総額 研究・活動合わせて５００万円程度   

      助成件数 １０件程度 

○助成対象：日本の緑を構成する森林等の陸域､または

海､湖沼､河川等の水域の自然環境（生物の生態把握等

も含む）に関する実践的な研究･活動に対して､助成。 

問合せ：みずほ信託銀行株式会社 京都支店営業２課  

  担当者名 ＴａＫａＲａハーモニストファンド事務局 

 TEL：０７５-２１１-６２３１   

○締 切 日： ３月３１日（土）当日消印有効 

○助成金額：１件あたり、３０万円程度から２００万円程度 

○助成対象：個人、団体のいずれも可。団体の場合、法人

格の有無は問わず。 

○対象活動：伝統工芸技術、伝統芸能、民俗芸能及び行

事など、日本の無形の伝統文化財の記録や

研究、保存・伝承活動において、有効な成果

が期待できる事業。 

問合せ：ポーラ伝統文化振興財団 

 TEL：０３-５７９５-１２７９ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

街なか再生全国支援センター

街なか再生助成金 
 

 

ポーラ伝統文化振興財団 

平成２４年度助成事業 

2012年度（第１０回） 

 ドコモ市民活動助成 

 

～３/31 

３/３ 

 

 

○日 時・場 所： 

２月２６日（日）10:00～12:00 出雲（川跡コミセン） 

３月１８日（日）10:00～12:00 松江（アルバホール） 

３月２０日（火） 9:30～11:30 松江（菅田会館） 

○内 容： あこがれの声優に近づく第 1歩。 

○対 象：小学 4年生以上・中高生・大人・高齢者・障害者 

○参加費：小学生 500円 中学生以上 2,000円 

問合せ：ＮＰＯ法人バリアフリー・シネマ＆ライフ・ネットワーク 

TEL：: ０９０‐３８８９-６７６６（中嶋） 

～３/30 

 

 

○日 時： ３月３日（土） １２：３０～１６：３０   

○場 所：くにびきメッセ 国際会議場 

○内 容： ■リレートーク「島根県民による支援活動の報告」

■講演「震災から復興へ～ボランティアが果たしてきたこと～」 

■意見交換会「わたしたちが、これからできること」 

○定 員： ２００名＊要予約２/２４（金）  

問合せ：島根県社会福祉協議会 担当：樋原・武田 

TEL:0852-32-5997 FAX:0852-32-5982 

E-mail:voc@fukushi-shimane.or.jp  

 

ガンバルーンゲーム 

 in 島根県大会 

２/26 

～３/31 

～3/31 
TaKaRaハーモニストファンド

助成事業 

○日 時： ３月３日（土） １３：００～１６：００ 

○会 場： 大田市大田町大田ロ１４５１大田総合体育館 

○参加資格： 1チーム５名 

  ※チームの平均年齢 ５０歳以上 

  ※参加費 無料 

問合せ：ＮＰＯ法人 しまねコーチズ 

TEL：:０５０‐３５２０-０５３０ 

 

東日本大震災の 

復興を支える県民の集い 

3/3 
 

○日 時：２月２６日（日） ９：３０～１１：３０ 

○会 場：益田市立図書館 視聴覚室 

○内 容：平成２３年度の高津川「命のリレープロジェクト」

活動報告を行います。先着５０名様に活きハマ

グリを差し上げます。 

問合せ：ＮＰＯ法人アンダンテ２１  

TEL：０８５６‐２４‐８６６１ 

 

高津川 報告発表会 

「命のリレープロジェクト」 

声優体験教室 

 

２/26・3/18・3/20 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

「ひさしぶりにお腹の底から笑って楽し

い時間をありがとう。」心の底から勇気

がわいた。「みんなが笑顔になれる活

動。やっている意味があった」と心の底

から実感した。 

やがて無料教室から有料への転換

期を迎えたが、そこにもまた苦労が。 

「ＮＰＯ法人ってボランティアなのに

お金をとるの？」といった誤解の壁に

ぶち当たったのである。 

当時、ＮＰＯに対する世間の理解度

も低く、怪しまれて、話さえ聞いてもら

えないこともあった。理解を得るため、

誠実に、必死に説明して回り、少しづ

つ実績を積んでいった。 

健康教室では、車いすやお年寄りの

方も座ったまま踊れるソーラン節「座・

ソーラン」や神楽をモチーフに創作し

た健康体操「座・神楽サイズ」などを考

案。ユニークな発想で、差別化を図る

工夫をしている。 

「自分がやることでお年寄りの方が

笑顔になってくれる。やっているうちに

これが天職だと思えた。」 

人懐っこい笑顔でそう語る溝部さん。

活動への誇りを感じながら、これから

もまた、みんなを笑顔に変えていく。 

広島県出身。1978年生まれ。33歳。

生まれも育ちも広島。高校を卒業後、

単身渡米したりするアクティブな面も。

旅行で訪れた島根の美しい砂浜の海

岸に魅せられて、そのまま定住。モット

ーは「まず自分が楽しむこと」 

NPO 法人しまねコーチズ  

代表理事 溝部 俊也さん 

 

“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 

 

NPO法人しまねコーチズ 

 

健康づくりのための運動教室を実施。 

ガンバルーンという柔らかいボールを

使った楽しい体操やゲームで、膝痛・

肩こり・腰痛の予防、認知症や生活習

慣病などにも効果があるプログラムを

企画開催。県との協働で、介護予防推

進研究事業に参画。地元のケーブル

テレビの体操番組を受け持つ。 

お年寄りの 

「笑顔」をバネに！ 

８年前、大田の美しい景色とやさしい

人柄に魅せられて広島から移住した溝

部さん。すぐに気がついたのが、ちょっと

転んだだけで骨折したり入院したりする

お年寄りが多いこと。そんなとき、健康づ

くりの運動教室をしている広島のＮＰＯ法

人コーチズに出会った。「お年寄りが多

い島根にこそ必要な活動ではないか」と

感じ、島根での事業展開を決意した。 

人脈も資金もないスタートだった

が、まずは活動を理解してもらうことが

先決と考え、無料教室を展開。認知度を

高めていった。 

生活費はアルバイトで稼いだ。夜明

けまで働いて、そのまま活動に出向く

日々。くじけそうになった時、１通のはが

きを受け取る。そこには邑南町で受講さ

れたご年配者からの感謝の言葉。 

 

 

平成２３年度の中国ろうきんＮＰＯ寄付

システムの配分団体が決定いたしました。 

今年度は７分野８枠に対し１３団体の応

募があり、８団体が採択されました。 

たくさんのご応募をいただき、ありがとう

ございました。 

来年度もご応募をお待ちしております。 

ガンバルーン体操 

【一般枠】（順不同） 

NPO 法人ふくしネットワークにじ  （大田市） 

NPO 法人ほっと・すぺーす２１   （松江市） 

NPO 法人アンダンテ２１      （益田市） 

NPO 法人しまね子どもセンター   （大田市） 

NPO 法人障害者スポーツコーディネーター 

ふれあいネットワークしまね（松江市） 

NPO 法人まつえ・まちづくり塾   （松江市） 

NPO 法人リーガルネットワークしまね（松江市） 

【震災枠】 

NPO 法人サポートセンターどりーむ （出雲市） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 2/4.5 東京で行われた“ファン

ドレイジング・日本２０１２”に出か

けてきました。北海道から沖縄ま

で全国の非営利活動を行う人達

が集って、2 日間、激変する経済

環境のなかで世界の NPO セクタ

ーがどう変化していっているか、

たくさんの学びを得てきました。  

制作スタッフ日記 

内田 麻紀 

図書コーナーの中から活動に役立つ書籍を紹介してい

ます。松江事務局・石見事務所で貸出しも行っていま

す。ご興味のある方は是非お越し下さい。また「置いて

あったらいいな」という本がありましたらスタッフまでお

知らせください。 

「寝ても覚めても市民活動論」 

大阪ボランティア協会 早瀬昇 著 

ビジネス」（細内信考著） 

図書紹介 

「ミーティングや講座の帰り

道に読む３５の視点」と副題に

あるように、手軽にさらっと読

める、活動のちょっとしたヒント

がすぐに見つかる本です。文

字通り「寝ても覚めても」市民

活動のことばかり考え続ける著

者の、日常から論じるユニーク

な市民活動論には気付きがた

くさんある。 

“ファンドレイジング”は資金調達とか資金開拓

と訳されますが、単に資金という言葉に留まら

ず、善意の循環により成熟した寄付文化が育つ

こと、幸せが連鎖している社会へと成長していく

ことだと感じました。日本人の持つ、お互いさま

の気持ちや共感して心が動く、人として当たり前

の感情が、これからの助け合いのできる、やさし

い社会のよりよい未来へつながるといいなと思

いました。 

 

 

2月 1日と 2月 9日に公開審査会が行われ、次の団体が採択となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

※助成金に関する相談は随時受け付けています。お気軽にご相談ください！ 

 

 

団体名 地域 事 業 名 

マルシェ高津川コンソーシアム 益田市 マルシェ高津川による販路開拓事業 

カフェうさぎ 出雲市 「カフェうさぎ」プロジェクト 

松江シティスポーツクラブ 松江市 ｈｉｖｅ松江 

 

平成２３年度県民いきいき活動支援事業 

団体名 地域 事 業 名 

美保関観光株式会社 松江市 美保関の集客エンジン 灯台ビュッフェリニューアル・プロジェクト 

（株）山陰スポーツネットワーク 松江市 地域住民のスポーツ振興と健康づくり 

乙立柚子の里 出雲市 『柚子の里』活性化プロジェクト 

 

ジャンプアップ事業 

ステップアップ事業 

 来年度も助成金の合同説明会を実施します！４月上旬に開催予定です。 

 参加団体等、詳細が決定次第ホームページ等に掲載いたしますので、ご確認ください。 
Check! 
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