
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2014.５.2０
7４

月号

「チラシづくり」 「ネット発信」 「ＣＭづくり」 
人を集めるのに効果的な 

チラシを作りましょう 

作ったチラシをより多くの

方々に見てもらいましょう

短編動画を作成し、視覚、 

聴覚から人々に伝えましょう 

団体の活動をイベントや講座を通して発信する際には、いかに広く市民に興味を持ってもらい、

活動への理解を広めるかが重要です。そこで今回は「紙媒体」、「インターネット」、「動画」の３つ

の方法で効果的な情報発信ができるようサポートします！！ 

応募倍率 3.3 倍のカリスマプランナー坂田 静香さんをお迎

えし、行列ができてしまうようなチラシづくりについて伝授

していただきます。 

≪浜田≫ 7 月 2 日(水) 13:30～16:00 

     いわみぷらっと会議室 1・2 

≪松江≫ 7 月 3 日(木) 13:30～16:00 

     松江市市民活動センター2階研修室 

チラシづくり講座で学んだことを活かし、パソコンでチラシ

を作ってインターネットに発信します。 

≪松江≫ 7 月 17 日(木) 13:30～16:30 

     ふるさと島根定住財団 交流サロン 

≪浜田≫ 7 月 18 日(金) 13:30～16:30 

     いわみーる 403 会議室 

今年で第3回目の開催となります。 

言葉だけでは説明しきれない団体の良さを、１分間のCMで

情報発信！パソコンが苦手な方でも丁寧な指導で誰でも簡

単に作ることができます。１度動画を作れば、ホームページ

への掲載、イベントでの上映など可能性は無限大です！ 

応募作品はイベントなどで上映を行い、年間共感ＣＭ大賞を

決定します。 

第 1回  7 月 31 日(木) 13:30～16:30 

     松江市市民活動センター2階研修室 

第 2回  8 月 22 日(金) 13:30～16:00 

     第 1 回と同会場 

※松江会場のみの開催となります。

お問い合わせ 

（公財）ふるさと島根定住財団 

地域活動支援課 

TEL：０８５２－２８－０６９０ 

FAX：０８５２－２８－０６９２ 

「団体の活動を知ってもらいたいが、方法がわからない。」

「イベントなどの参加人数を増やしたい。」という方はぜひ

ご参加ください！ 

≪講師≫ 坂田 静香さん 
     (NPO 法人男女共同参画おおた理事長) 



※アイコンの説明 

日にち  時間  場所  定員  費用  主催  期日  助成金額  対象  問合せ先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
平成２６年度 
しまね文化ファンド助成事業 

～５／３１（土） 

文芸、美術、音楽、演劇、舞踊、伝統芸能、地域文化学習、文化財、民俗

芸能、伝統工芸、文化を主軸とした国際交流やまちづくりの活動を対象とし

た助成です。 

主に島根県内の民間団体もしくは個人  一事業１０万円から 

公益信託しまね文化ファンド事務局 Tel：０８５２－２２－５５００ 

http://www.pref.shimane.lg.jp/life/bunka/shinkou/jyosei_jigyo/bunkafund/ 

 
平成２６年度 
公益信託しまね女性ファンド 
助成事業 

～７／１５（火） 

 

 

 

 

 

 

三瓶山・姫逃池の清掃活動 

６／８（日） 

９：００～１２：００ 

 
 

第１回 さんさん講演会 

「自閉症スペクトラムへの支援  

～学齢期への支援～」 

６／８（日） 

１０：００～１６：００ 
 
  
地域子どもフェスティバル 
「ムーラの一人サーカス」 

６／２１（土）・６／２２（日） 

６／２８（土） 

 

喜劇 「二十二夜待ち」 

６／２２（日）・７／５（土）・６（日） 

１９（土）・２０（日）・１０／５（日） 

 

 

 

女性が自主的・主体的に企画実施し、一般に開放され地域への影響力が大

きく、ネットワークの広がりがある事業に対する助成です。 

構成員は１０人以上で半数以上が女性の民間の団体やグループ。 

営利法人や行政機関は対象外です。 

・対象経費の２／３を助成（１万円単位で上限５０万円） 

・男女共同参画社会づくりの普及・啓発活動は対象経費全額を助成 

（１万円単位で上限１０万円） 

公益信託しまね女性ファンド事務局 Tel：０８５４-８４-５５１４ 

http://www.asuterasu-shimane.or.jp/swc/jigyo/fund/ 
  

三瓶山の姫逃池には天然記念物のカキツバタが自生する浮島があります。 

カキツバタが綺麗に咲き誇る６月。カキツバタや浮島を保護するため、外来植物

の除草作業や、希少植物の植栽作業を行います。 

 大田市三瓶山姫逃池 

（JR 大田市駅よりバスで約 60 分、国立三瓶青年交流の家下車、徒歩 3分）

大田の自然を守る会（担当 伊藤） Tel：０８５４-８２-１８７９  

http://savejapan-pj.net/sj2014/shimane/event/post_2.html 

川崎医療短期大学 医療保育学科の重松孝治講師による小・中・高の学齢期におけ

る、知的障害を合併していない自閉症スペクトラムへの支援についての講演です。ど

なたでも参加することができますが、特に教育関係者や保護者の方に最適の講義です。

出雲市立平田図書館 ２F視聴覚ホール（出雲市平田町2110-1） 

 １００人（要申込）  2,000円 

  認定ＮＰＯ法人 療育センター燦々 Tel：０８５３-６３-５６０４ 

元消防士で大道芸人の「ムーラさん」による迫力の一人サーカス！パントマイ

ムやジャグリング、アクロバットを融合させた、高度なショーのオンパレードです！ 

 松江市内７会場（詳細は下記のフェイスブックをご覧ください） 

 特定非営利活動法人 おやこ劇場松江センター 

Tel：０８５２-２２-４９３７ https://www.facebook.com/oyakomatsue 

二十二夜待ちの月の出る晩。村の若者とならず者が出会ってお互いが本当に思

っていることを言い合った。その結果は…。原作：木下順二 演出：園山土筆 

  しいの実シアター（松江市八雲町平原481－1） 

  認定ＮＰＯ法人あしぶえ Tel：０８５２-５４-２４００ 

 

 

http://www.yitf.org/?page_id=9 

■主な内容 

【6/14（土）】 

・雲南の田舎パワーの現場をめぐる・意見交換 

【6/15（日）】 

 ・基調講演 

「都市住民に田舎の意義や役割をつなぐツーリズム」 

  講師 菊池 新一さん 
（遠野山・里・暮らしネットワーク会長 

東北まちづくり実践塾塾長） 

 ・県内実践者トーク 

■参加費 全体会 無料 

（宿泊体験料 3,340 円～／交流会費 3,000 円） 

■お問い合わせ （公財）ふるさと島根定住財団 

ＴＥＬ 松江事務局 ０８５２－２８－０６９０（担当：梶谷） 

ＴＥＬ 石見事務所 ０８５５－２５－１６００（担当：河野） 

田舎力発見！ 

しまね田舎ツーリズムは、誕生から十周年を迎えます。

普段着姿の田舎の暮らしを体験したり、地域の人達との膝

を交えたふれあいを楽しむ“田舎ツーリズム”。今回のフォ

ーラムでは、その歩みを振り返りながら、実践の現場や取

組み、地域資源の素材等を学び、語り合います！ 
  

■日程 ６/１４（土）13：00～１５（日）12:00 

■会場 雲南市尾原地域づくり支援センター 

（雲南市木次町平田 36-1） 
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平成２６年度 石見事務所のスタッフを紹介します！ 

 

こんにちは、黒川です。大好き

な石見の地域情報にアンテナを

張り、また1年活動していきます。

今年度も引き続きよろしくお願

いいたします。 

【担当地区：浜田市、江津市、川本町】 

 

今田
い ま だ

 泰
やすし

 

参事

黒川
くろかわ

 裕美
ゆ み

 

スタッフ 

所長 

樋口
ひ ぐ ち

 和広
かずひ ろ

 

主任主事 

加納
か の う

 淳史
じゅ ん じ

 

お世話になり始めて、２

年目に突入しました。 少し

様子が分かった時の油断を

戒める毎日です。何かお役

にたっているかと、振り返

りを忘れず今年度も頑張り

ます。 

石見事務所は、浜田市の「いわみぷらっと」と

いう複合施設に入っており、主に県西部を中

心に地域活動の支援を行っています。松江事

務局の地域活動支援課ともども、今年度もど

うぞよろしくお願いします。 

早いもので、担当２年目となり

ました。様々な場所で、地元の皆

様から新しい発見や気付きをいた

だきながら、毎日を過ごしていま

す。このご恩に少しでも応えれる

ように頑張りますので、引き続き

よろしくお願いします。 

「ＮＰＯの設立や運営について

相談したい」「助成金の制度を探し

ている」「地域づくりや起業につい

て学びたい」「石見で暮らしてみた

い」石見のことなら何でもご相談

ください。今年度もよろしくお願

いいたします。 

ＵＩターン 
 

★ 島の定住会議 

～移住者はどこへ消えた～ 

（財団×海士町×ＴＵＲＮＳ） 

６/８（日）海士町 
 

★ 新・農業人フェア 

６/１４（土）大阪 

７/５（土）９/２０（土）東京
 
★ ＤＯＤＡ就職フェア 

７/１９（土）名古屋 
 

★ 朝日ＵＩターン相談会 

９/７（日）大阪 

地域づくり 
 

★    地域づくり応援アカデミー 
助成・融資制度の活用実践セミナー 
～事業の組み立てから申請書の作成まで～

1回 5/29(木)(浜田) 5/30(金)(松江)

2回 6/5(木)(浜田)    6/6(金)(松江) 

3回 6/12(木)(浜田) 6/13(金)(松江)

4回 6/19(木)(浜田) 6/20(金)(松江)
  
★ しまね田舎ツーリズム 

県民フォーラムIN雲南  

６/１４（土）～１５（日） 

※詳細は本誌二頁参照 
 

★ 情報発信３つのセミナー 

  ７月～８月 ※詳細は本誌一頁参照 

就職支援 
 

★ 就職フェアしまね 

５/２４（土）松江 ５/３１（土）浜田 

６/２８（土）出雲 ８/１３（水）松江 

８/１４（木）益田 

 

★ SHIMANEでつながる学生フェスティバル  

８/１０（日）松江 

 

★「島根に恋する旅」学生モニターツアー 

９/６（土）～９/７（日） 
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団体の今までの主な活動 

Ｈ２１年１２月に第一回例

会を開催。雨の日の松江、ニ

ューオリンズ、ツリーハウス

の３つのプロジェクトから始

まる。現在は１２のプロジェ

クトがあり、Ｈ２５年度には

雨の日の松江プロジェクトに

て、アジア都市景観賞を受賞

している。 

 

サードプレイスで暮らしを豊かに 

『島根で頑張る人』は県内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。 

〒697-0034 

浜田市相生町1391-8 シティパルク浜田2階 

石見産業支援センター「いわみぷらっと」内 

TEL (0855)25-1600  FAX (0855)25-1630 

E-mail： iwami@teiju.or.jp 

石見 
事務所

 

 

 

 

 

〒690-0003  

松江市朝日町478-18 松江テルサ３階 

TEL (0852)28-0690  FAX (0852) 28-0692 

E-mail： shimane@teiju.or.jp 

 

松江 
事務局 

ＮＰＯ法人松江サードプレイス研究会 

 事務局次長 中村 和可子 さん 

【Ｈ２６．４．３０】 

■県内ＮＰＯ法人数 ２７１ 

（内 認定 NPＯ法人数 ４、仮認定 NPO 法人数 ２) 

■新設ＮＰＯ法人数  ０ （H２６.４月分）  
■しまね社会貢献基金登録団体数 ５２ 

■だんだん認証レベル取得団体数 ３６ （内 レベル２ ２５) 

 （しまね県民活動支援センター） 

内閣府ＮＰＯ法人に関する世論調査（H25 年度）によ

ると、ＮＰＯ法人に関心がある割合は約２割と低く、そ

れに伴い法人のことをよく知らないため寄付に繋がら

ないという割合も高かった。寄付者の必要な情報とし

て、寄付金による活動内容や効果が求められていること

も見える。このことから、市民が求める分かりやすい情

報公開と発信力に目を向ける必要があり、動画による情

報発信力向上「共感ＣＭ作成セミナー」（本誌１頁参照）

を開催します。ご参加お待ちしております。   （Ｔ）

 ファーストプレイス（家）、セカンド

プレイス（職場・学校）につづく、誰にも

強要されず、自発的な意思で訪れる場

所をサードプレイスと呼び、今必要とさ

れている。 

 そのサードプレイスを創造していく

団体として、NPO 法人松江サードプレイ

ス研究会（以下「サ研」）がある。団体

の活動は多くのプロジェクトから成り

立っている。そのひとつ「きらきら子育

ちプロジェクト」は、子どもたちが誰か

に強要されることなく、自ら参加し、楽

しんで過ごせるサードプレイスを作る

べく中村さんが立ち上げた。 

 そんな居場所づくりのツールとし

て、中村さんは都市部で拡がりつつあ

る「スポーツ鬼ごっこ」に注目した。体

格、力量に差が出ず、幅広い年代が一

緒になってできるスポーツだ。しかし、

島根ではスポーツ鬼ごっこの知名度は

未だ低く指導員もいないことから、初

めは苦労が多かったという。副理事長

である中尾さんとともに東京に研修へ

行き、指導員資格を取得したものの、

２名で運営できるものではなかった。

そこで東京から講師を招き、研修会を 

           

松江市出身。Ｈ２２年より団

体の活動に参加。Ｈ２４年度

の法人化以降より、事務局次

長を務める。Ｈ２５年１月よ

り自ら立ち上げた「きらきら

子育ちプロジェクト」にてリ

ーダーを務めている。 

資産の登記をしましょう 

ＮＰＯ法人は資産の総額を登記しなければなりません。
事業年度末日現在の正味資産の額は事業を行っている法
人であれば、原則として毎年変動します。毎年事業年度終
了後２カ月以内に登記申請を行いましょう。 

実施し、参加者を募って指導者の育

成を図った。試合形式で行えるように

なってからは、親と子どものネットワ

ークを使い浸透させていった。初めは

スポーツ鬼ごっこを知らなかった人

も、実際にやってみれば夢中で汗を

流し熱中していることが多く、次の開

催を待ちわびる声もあるという。プロ

ジェクトを立ち上げて 1 年半、中村さ

ん達の地道な普及活動により参加者

は大幅に増え、８月には大会も予定

している。子どもの体力・身体能力・

コミュニケーション能力の向上や、人

と人を結ぶツールとして活用し、人と

まちの元気づくりを目指している。 

ストレス社会と言われる今だからこ

そ、大人も子どもも、一人ひとりに

「サードプレイス」があることが必要

だ。また、地域に暮らす一人ひとりが

より自分らしくいられる居場所を持

ち、いきいきと過ごすことが、より良い

まちづくりへとつながっていく。サ研

が行うプロジェクトは現在１２にもお

よぶ。それは、一人でも多くの人の

「サードプレイス」をつくる動きへと広

がっている証なのだ。      (N)

 

〈サ研からのお知らせ〉 

・6～7 月縁雫（えにしずく）観光月間

6/1（日）はキックオフライブも開催

（JR 松江駅） 

・スクール MARIKO（5～9月） 

・スポ鬼交流大会（8月 3日） 

  ☆参加チーム募集中 
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