
各助成制度が一度にわかる！助成団体が一堂に会して今年もやります。

 

地域のため・人のため、こんなコトをやりたい！  

そんな想いを実現する助成金の合同説明会・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！ 

この機会に、個別に相談したいという方にも、相談会を設定しています。 

お申込みは定住財団HP（http://www.teiju.or.jp/）のトップページから 

平成２４年度第１回助成制度合同説明会をクリックし、チラシをダウン 

ロードして２ページ目の参加申込書にご記入の上ＦＡＸください。 

その際に、個別相談をご希望の方は、希望する助成制度をご記入ください。 

【スケジュール】（全会場共通） 
１３：００～１５：３０ ≪リレートーク≫ 

 ・各助成制度の特徴と申請のポイント 

１５：３０～１６：３０ 

 ・個別相談 

 

団体名 助成事業名 申請できる対象者 

ふるさと島根定住財団 地域活性化活動支援事業 県内のＮＰＯ法人、または一定要件を満たす任意団体（一

部商業法人を含む） 

社会貢献活動支援事業 県内のＮＰＯ法人、または一定要件を満たす任意団体 

しまね自然と環境財団 環境保全活動助成金 県内の１０人以上の団体（一定要件あり） 

しまね国際センター 世界とつながる島根づくり助成金 島根県内に所在する民間団体 

しまね女性センター 公益信託しまね女性ファンド 島根県内の女性が中心となって活動している民間の団体

やグループ（一定要件あり） 

島根県文化振興財団 公益信託しまね文化ファンド 島根県内の民間団体または個人 ※営利団体（企業）、地

方公共団体は対象外、また個人については一定要件あり 

島根県社会福祉協議会 しまねいきいきファンド事業 県内に在住する概ね５０歳以上の１０名以上で構成され、

一定要件を満たすグループ 

島根県共同募金会 赤い羽根共同募金助成 一定要件を満たす社会福祉施設や社会福祉団体 

ＮＨＫ歳末たすけあい助成 地域福祉推進事業を行う法人・団体 

島根県（ＮＰＯ活動推進室） しまね協働実践事業 島根県内のＮＰＯ法人または一定要件を満たす任意団体 

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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≪浜田≫４月４日（水） 

いわみぷらっと会議室（浜田市相生町） 

≪大田≫４月５日（木） 

あすてらす ３Ｆ研修室（大田市大田町） 

≪松江≫４月９日（月） 

いきいきプラザ島根４０３研修室 

（松江市東津田町） 

≪隠岐≫４月１０日（火） 

島前集合庁舎会議室（西ノ島町別府） 

 
 

個別相談

あり 



 

○締 切 日： ４月３日（火） 当日消印有効 

○助成金額：１件あたり、３０万円 

各分野上限総額１０００万円上限（予定） 

○助成対象：＜環境分野＞地域の人々がたすけあって環

境を守る活動を行っている、＜子ども分野＞地域の中

で、学校外の多様な育ちを応援する、民間非営利の

ボランティアグループ・団体、ＮＰＯ法人等。 

問合せ：全労済 総務部内 地域貢献助成事業事務局 

  TEL：０３-３２９９-０１６１ 

 

○締 切 日： ４月１５日（日） 当日消印有効 

○助成金額：１件あたりの助成 ４０万円以内  

○助成対象：社会教育団体、又は青少年を対象とする団体が行う

青少年の健全育成のための社会教育活動、又はこれ

を促進するための事業 

問合せ：財団法人 カメイ社会教育振興財団  

   TEL：０２２-２６４-６５４３  

○締 切 日： ４月２７日（金） 当日消印有効 

○助成金額：総額１４００万円（最大） 

     １団体あたり ２５万円（上限） 

○助成対象：日本国内において、就学前の子どもの保護者

等（妊婦等を含む）への支援活動を行っている民間非営

利のボランティアグループ・団体、ＮＰＯ法人等。 

問合せ：（社）生命保険協会 広報部内 

  「子育て家庭支援団体に対する助成活動」事務局 

  TEL：０３-３２８６-２６４３ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

全労済  

地域貢献助成事業 
 

生命保険協会 子育て家庭 

支援団体に対する助成 

～４/３ 

４/11 

 

 

○締 切 日： ４月２日（月） 必着 

○対 象：日本の伝統文化の振興と地域社会の活性化に

功績のある組織に対して顕彰を行います。 

＜賞＞受賞団体には、ティファニー製トロフィーと 

賞金２００万円贈呈 

◆伝統文化大賞（１団体） ◆伝統文化振興賞（１団体） 

問合せ：ティファニー財団賞事務局 

TEL： ０３-３４４６-７７８１担当：毛受（めんじゅ）、長谷川 

～４/1５ 

～４/27 

青少年の社会教育活動 

に対する助成 

○期 間： ～７月３１日（火） 

○内 容：ドラムサークルとは、アメリカ発、一般参加型音

楽活動です。子どもから大人まで参加できるリズムコミ

ュニケーションイベントです。ドラムサークルを開催し

てみたい団体を募集しています。 

□島根県こっころパスポート協賛店 

□開催場所・椅子などの備品が準備できる、集客可能な

団体（楽器の準備などはこちらでします） 

 ＊参加人数、数名から 100人程度まで可能詳しくは 

お問い合わせください。 

問合せ：ハートでつなぐドラムサークル （三谷） 

 TEL:０８５４-８５-７２００  

 E-MAIL:bioptron@ginzan-tv.ne.jp 

講演会「私の体験したディズニー

マジック・感動を呼ぶサービス!!」」 

～７/31 
 

○日 時：３月２５日（日） １０：００～１５：００ 

○会 場：松江市総合福祉センター全館 

○内 容：盲導犬デモンストレーション・末次保育所園児発表

東北支援コーナー・展示・販売・体験ほか 

13:30-15:00 パネルディスカッションコーディネーター 毎熊浩一氏 

「～私にも、きっとできることがある～」  

問合せ：松江市ボランティアセンター 

TEL：０８５２‐２７‐８３８８ 

 
  

ドラムサークル開催の

募集（COCCOLO 協賛店） 

 

○日 時： ４月１１日（水） １９：００～２１：００   

○場 所：島根県民会館 中ホール 

○内 容： 香取貴信講演会  

  「私の体験したディズニーマジック・感動を呼ぶサービス！！」 

○講 師：香取 貴信（かとりたかのぶ）  

○入場料：一般…(前売)１，０００円・(当日)１，５００円 

       高校生以下…無料  

○申し込み方法：ホームページ・メールでの申込み。 

チケット代金をお振込確認後チケットを送付します。  

 ※チケットの発送は、３月以降の予定です 

問合せ：夢わく島根 TEL：０９０-３３７２-５５８１  

E-mail::j-miyataki@kaisei.matsue.shimane.jp  

URL:   http://yumewaku-shimane.jimdo.com/  

３/2５ 

ティファニー財団賞 
日本の伝統文化と現代社会 

～４/２ 

 

 第７回松江市ボランティア

フェスティバル 

○締 切 日： ５月１０日（木） 当日消印有効 

○対 象：対象事業 高齢社会をどう生きるか？ 生きが

い、介護、世代間の交流など時代の流れを生き抜く人間

模様を、豊かに力強く描いた小説を募集しています。 

問合せ：（社福）ＮＨＫ厚生文化事業団「銀の雫文芸賞」係 

TEL： ０３-３４７６-５９５５ 

～５/1０ 

 

 ＮＨＫ銀の雫文芸賞 

２０１２ 作品募集
社会 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

も、起業への自信につながった。 

さらに、何とかしなければと感じてい

いたのが「周囲の大人」の存在。リスク

を強調するあまり、やる気を失う若者

が少なくないからだ。起業家スクール

で得たノウハウや、それまでの経験か

ら学んだこと、また「失敗しても、あき

らめないで挑戦できる」ということを、

これから起業を目指す人たちに伝えた

いという思いがあった。 

2006 年、スクールの存続が危ぶま

れていたところに、修了生として仲間

と一緒に参画することになる。「本気で

自分のやりたいことを応援してくれた

仲間への恩返しがしたい」スクールの

存続のため仲間と立ち上がり、ＮＰＯ

法人を設立して、企画・運営を県と協

働することに。 

地方経済も衰退していく中、就職難

が叫ばれて久しい。「仕事がないので

はない、創らないだけ」と佐藤さん。こ

の不透明な世の中だからこそ、自ら考

え、積極的に行動することが、人生（未

来）を切り開いていく。ＮＰＯ法人

Gassho は、しまね起業家スクール（第

１２期）を開催し、その想いを熱く伝え

ている。 

1973 年生まれ。夢の実現のために

進学校を中退するも様々な試練に直

面。そんな中でもガッショでやれば（出

雲弁で一所懸命）人は評価を与えて

くれるという経験をする。団体の名前

はここからきている。 

NPO 法人 Gassho  

代表理事 佐藤
さ と う

 大典
だいすけ

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Gassho 

確定申告についての講座の様子 

２００７年しまね起業家スクール修了生

有志により、設立。しまね起業家スクー

ルの企画・運営をはじめ、「ゼロから学

ぶ飲食業講座」「あなたの街の仕事人

博」などの企画・運営。 

現在、島根県としまね起業家スクール

実行委員会を協働して運営。 

島根で“しごとを創る”を 

応援する 

 「今の若者は、大人から失敗をしては

いけないと教わるので、萎縮している。

だから、チャレンジできない。」と佐藤さ

んは語る。 

しまね起業家スクール２期生だった

佐藤さんは「受講当初は、自分の成功し

か考えていなかった」と振り返る。だが、

そこで互いにやりたいことを応援し合う

仲間と出会う。スクール最後のビジネス

プラン発表会で、家業だった建築塗装の

技術を生かして、自転車にペイントを施

すというプランをプレゼンテーションする

ことに。最初なかなか形にならなかった

が、仲間のアドバイスによりブラッシュア

ップすることができた。さらには、そのプ

ランが全国で賞を獲り、評価されたこと 

 

東部会場での様子 
NPO法人代表お礼の言葉 

（NPO法人サポートセンターどりーむ） 

配分団体の皆さま 

３月９日(金)、中国労働金庫島根県営業本部にて２０１１年度の寄付

金贈呈式を行いました。８団体のうち７団体が出席し、県西部で活動

する NPO法人アンダンテ２１には３月１５日(木)に中国労働金庫益田

支店で贈呈式を行いました。（配分団体は先月号 Vol.47 をご覧ください） 

中国ろうきんNPO寄付システム 

寄付金 贈呈式のご報告 

２０１１年度 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

どの時代も「近頃の若者は…」と

いうセリフには、否定的な言葉が

続くものですが、私には感心する

ことがあります。それは、この数

年、特に若い世代の間に「人の役

にたちたい」という機運が広がって

いることです。震災後の活躍もし

かり、島根県においても地域の課 

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。ご興味のある方はご覧ください。 

農山村再生「限界集落」問題を超えて 

               小田切 徳美 著  

著 

ビジネス」（細内信考著） 

図書紹介 

「戦後の苦しい時代を支え、

子どもを都会に送りだしたの

に、残った者に限界とは…」集

落に山積する問題を整理し、

元気に活路を見出している集

落を紹介、希望の道を探る。

岩波ブックレット p63ほどで読

みやすい。 

題に果敢に挑んでいる若い方たちに出会います。

安全な食のために農業を始める人、地域づくりに

自分を役立てたいという人。地球環境の悪化につ

れてエコに対する学習機会が増えた世代に育った

からでしょうか。地域の頼もしいリーダが育ってい

る、と感じています。 

そういった、自分のできることから動き始めよう

とする皆さんや、これから社会貢献に参加しようと

する人たちに、役立つ情報をこれからもお届けで

きるよう努めたいと思います。 

 

・ログイン時のユーザ IDがメールアドレスに変更。（当面の間、旧 IDも利用可能。） 

・団体 IDが８桁から１０桁に変更。団体情報ページの URLも変更されます。 

HPからリンクされている団体は、変更が必要です。（ただし当面の間はリダイレクトされます） 

・３年間更新のない団体情報は利用できなくなりました。新たに登録が必要です。 

・ブログの更新など操作が従来とは変更になっていますのでご確認ください。 

・外部ブログの登録も可能になりました。だんだんの新着認証団体ブログ記事一覧に

も反映されます。ただし、ＣＡＮＰＡＮブログとの併用はできません。 

・ブログ操作のヘルプブログ      http://blog.canpan.info/bloghelp 

 

 

財政に関する表示が

新しい会計基準に対

応。従来の形式と切

り替えて表示するこ

とができます。 

 

InternetExplorerだけ

でなく Firefox等でも

更新可能に。スマート

フォンでの閲覧にも

対応しました。 

 

Twitterや Facebook

等と連携するアイコ

ンを記事中に簡単

に設置できるように

なりました。 

 

 

1ファイル 1MBまでの

制限を廃し 25MB まで

扱えます。掲載できる

画像数も増え,動画

も簡単に掲載可能に。 

団体の活動を発展させるためにはより良い情報発信が不可欠です。 

ＮＰＯ法人やボランティア団体の情報発信に活用できるＣＡＮＰＡＮが 

３月１日にリニューアルされました。 

 

http://fields.canpan.info/ 

ＣＡＮＰＡＮとは？ 

日本財団が運営する 

公益情報サイト。 

団体情報の公開や 

ブログ開設が可能。 

アクセスは↓ 

http://blog.canpan.info/bloghelp
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