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（ＮＰＯマネジメントラボ代表/日本ファンドレイジング協会認定ファンドレイザー） 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参加パターン①】受講＋個別指導コース  ≪先着５団体≫ 
「現状把握シート」作成、講師による現状診断、最優先解決課題への戦略立案 

【参加パターン②】受講のみコース  ≪先着２０名≫  
講義の受講、ワークシート等各団体で作業、最優先解決課題の抽出 

 

 

 

 

 

 

2014.1１.20
８０

月号

ＮＰＯにとって資金調達が難しい現代、事業の進め方や時間の使い方を徹底的に見直し、単発的・短期的な資

金調達の方法から、継続的・長期的な計画を立て実行していく方法への転換が必要です。セミナーでは、その具

体的な方法を学びます！ 

【問い合わせ先】（公財）ふるさと島根定住財団       TEL：0852-28-0690  

１９８２年滋賀県生まれ。同志社大学商学部を卒業。経営コンサルティングファームで経営コ

ンサルタントとして５年間勤務の後、２００９年４月にかものはしプロジェクトに入社。日本部

門の事業全般（ファンドレイジング・方向・経営管理）の統括を担当。現在、ＮＰＯマネジメン

トラボ代表として本当に社会を変えようとするチェンジメーカーの「想い」を「カタチ」にする

ためのハンズオン支援や講演/セミナー、コーディネートを行っている。専門分野はファンドレ

イジング、ボランティアマネジメント、組織基盤強化、ＮＰＯ経営戦略立案など。 

 

NPO マネジメントセミナー 

自主財源アップ  セミナー 

■ 講師ご紹介  

平成 27 年１月22 日（木） 

１０：００～１６：３０ 

いわみぷらっと 会議室２ 

（浜田市相生町 1391-8 シティパルク浜田２階） 

浜田会場 

松江合同庁舎 ６０１会議室 

（松江市東津田町１７４１－１） 

平成 27 年１月23 日（金） 

１０：００～１６：３０ 

松江会場 

詳細は財団ホームページをご確認下さい！

～今年こそ、長期的な財源を育てる！～ 

■内容 １．現状分析 ２．講義「ファンドレイジング５Ｗ１Ｈ理論」 ３．戦略立案 



※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２７年度  

中国地方地域づくり等助成事業 

～１２／２６（金） 
 

ＡＪＯＳＣ 全日本社会貢献団体機構 

助成事業 

１２／１（月）～１２／２６（金） 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

（公財）日立環境財団 

平成２７年度 環境ＮＰＯ助成 

  ～１／１６（金） 

 

 

 

 
 

『第２回少子高齢化対策上映会』 

きた道・いく道を考える平田 

１１／２４（月・祝） 
 
 

おがっちの韓国さらん公開講座 

「Ｓｅ．Ｎ（セン）トーク&ライブ」 

  １１／２４（月・祝）１５：００～１７：００ 

           （開場１４：３０～） 
 
 

場づくりの学校 

～うんなん式空き家再生～ 

ワークショップ！ 

１２／６（土）９：００～１６：００ 

  

 

竹取のかぐや体験会＆学習会 

竹遊林へのいざない 

１２／１３（土）１０：００～１５：００ 

   

スポーツ鬼ごっこ  

１２／１４（日）９：３０～１１：３０ 

 

国土交通省が実施する施策や整備事業等に関連し、将来的にも社会資

本整備に繋がる事業を対象とした助成です。  

ボランティア活動で自らが実施することが可能な地域団体等  

１件あたり上限１００万円 

（一社）中国建設弘済会 島根支部 

Tel：０８５３-２０-７１３３ http://www.ccba.or.jp/ 
【一般助成】障がい児と健常児の交流、子どもの情操発達支援・体力向

上支援・国際交流、異年齢・異世代の交流、伝統文化継承、療育支援、

親と子の絆を育む事業、若い母親の育児支援、その他子どもの健やかな

成長を支援する事業を対象とした助成です。   

１件あたり上限３００万円 

【特別助成】地域の人々と共に取り組むコミュニティの復興・再生・活

性化事業、被災者の生きがい支援、被災した子供たちを元気にする事業、

その他被災者を支援する事業を対象とした助成です。 

 １件あたり上限５００万円 

 民間の非営利組織であること（法人格の有無や種類問わず） 

全日本社会貢献団体機構 事務局 

Tel：０３-５２２７-１０４７  http://ajosc.org/   
循環型経済社会の実現に資する活動や、環境問題の解決に資する科

学・技術的活動を対象とした助成です。 

ＮＰＯ法に基づき設立された法人、環境分野での実践活動実績を有す

る任意団体  １件あたり上限１５０万円（総額８００万円） 

 （公財）日立環境財団 事務局  Tel：０３-５２２１-６６７７ 
http://www.hitachi-zaidan.org/ 

 

9:00～映画「1964 東京オリンピック」 高齢者・大人 

13:00～映画「星の子」・「いたずらあまんじゃく」 園児・親子 

15:15～フロッグマン氏講演会「故郷を元気に・・・」 

平田文化館（出雲市平田町 2112-1） 

５００円 ※障がい者手帳をご持参の方は無料  

 雲州ふらたシネマステーション Tel：０８５３-６３-３０８１

https://ja-jp.facebook.com/furatacinema 

ＮＨＫのハングル講座に出演中の韓国アーティストＳｅ．Ｎ（セン）

さんのライブと、韓国通のフリーアナウンサー小片悦子（おがっち）さ

んがトークを繰り広げます。 

 松江市市民活動センター 交流ホール（松江市白潟本町 43） 

  ２,０００円  ＮＰＯ法人松江サードプレイス研究会（韓国さらんプロジェクト）

Tel：０７０-５６７３-７７７８  http://matsue-3rdplace.jp/ 
増え続ける空き家を活用し、場づくりのエキスパートたちと一緒に学

び実践するプロジェクト。今回は雲南市木次町にある古民家の床張りを

します。 

三日市ラボ（雲南市木次町木次 29） 

２,０００円（ランチ代込）※申込締切１１／２９（土） 

 ＮＰＯ法人おっちラボ 担当：酒井・糸原 Tel：０８５４-４７-７３３９ 

https://www.facebook.com/b.school.unnan  

浜田市金城町追原郷の竹林整備をした後、竹筒ごはんと竹輪汁を作っ 

て食べ、竹細工などで遊びます。美又温泉の入浴プレゼント付きです。

集合：美又温泉 国民保養センター駐車場（浜田市金城町追原 32-1） 

無料 ※申込締切１２／１０（水） ※雨天時は屋内で実施   

 美又公民館 Tel：０８５５-４２-１７０４ https://ja-jp.facebook.com/go2jukan

鬼ごっこにスポーツ性を加えた日本初のスポーツです。子どもも大人も

楽しめるので親子で参加してみてください！（運動しやすい服装で飲み物持参） 

 しらかた広場（松江市灘町101）※雨天中止  小学生以上  無料  

しまね鬼ごっこ協会（いっしょに子育て研究所内） 

担当：中村 Tel：０８０-９７９０-１７１０、０８５２-２５-２２２５  



  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【ＮＰＯ法人の財務状況 （２１９法人分の合計）】 
 調査した２１９法人分のすべての活動計算書もしく

は収支計算書等、貸借対照表の合計を出したところ、

「経常収益」（※ＮＰＯ会計基準では収入の部分を「経

常収益」と呼びます）は、左記のような結果となりま

した。今まで、島根県内のＮＰＯ法人でどれぐらいの

お金が動いているのか、全体像を把握する機会があり

ませんでしたが、今回の調査でその実態が明らかにな

りました。ＮＰＯ法人は、「会費、寄付、助成・補助金、

事業収益」など、多様な方法で工夫しながら収益を得

ています。どのようにして資金を確保していくかは、

団体の規模や活動によってさまざまですが、バランス

良く確保していくことが必要だと言われています。次

号では、「経常費用」の状況をお伝えします。 

★ 平成２５年度 NPO 法人白書掲載中 ★ 
県内NPOのすがたが見えます。ぜひご覧ください。 
ポータルサイト「だんだん」 ⇒ http://shimane.canpan.info/

内

訳

ＮＰＯ法人 

理事の基本講座 

講座の内容が 
気になる方必見！！ 
ＩＩＨＯＥ発行 「ＮＰＯマネジ

メント」第５１号「理事会と理事

を生かす・育てる 15 のポイン

ト」を、ぜひご覧ください！ 

皆さんはじめまして。今月より

NPO活動支援を担当させていただ

くことになりました。魅力ある地

域づくりのため様々なものを発

信・提供していきたいと思ってお

ります。どうぞよろしくお願いい

たします！！ 

地域活動支援課  
主事 

岸本
きしもと

 佳
よし

美
み

はじめまして！Ｉターンで島根

にやって来ましたが、島根生活は

毎日驚きと発見の連続です！ 

まだまだ未熟で至らない私です

が、少しでも皆さんのお力になれ

るように一生懸命頑張ります。 

よろしくお願いいたします！ 

幸野
こうの

裕香
ゆ か

地域活動支援課 
スタッフ 

地域活動支援課に２人の新しい

メンバーが加わりました！ 

よろしくお願いいたし 

ます。 

去る１０月２２日（水）、「ＮＰＯ法人 理事の基本講座」

を IIHOE[人と組織と地球のための国際研究所]代表の川

北秀人氏をお迎えし開催しました。 

 「理事とは・・・」というところから、理事の役割、中・長

期的なスケジュールの立て方など、具体的に学びまし

た。当日は、意見交換を交えながら２５人の方々に受講

していただきました。アンケートの満足度が平均９７．５

点という結果にも表れているとおり、参加していただい

た方々からは、「悩んでいた部分の解決策をたくさんも

らった」 「すぐにでも実践したい」等々、お声をたくさん

いただきました。 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ＮＰＯマネジメントについてはこちらから↓ 

 【IIHOE の書籍紹介ブログ】 

http://blog.canpan.info/npomanagement/ 



  

           

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『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。 

今までの活動 

県内外の人たちに島根の良さを
知ってもらうため、奥出雲や鵜鷺
地区で田舎体験のプログラムを
開催するほか、地域の広報サポ
ートなどを行う。 
http://hurusatotunagi.jimdo.com/

過疎地域を未来に繋ぐために 

〒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法人ふるさとつなぎ 

代表理事 清水 隆矢さん

【Ｈ２６．１０．３１現在】 

■県内ＮＰＯ法人数 ２７３ 

（内 認定 NPＯ法人数 ５、仮認定 NPO 法人数 １) 

■新設ＮＰＯ法人数 ０ ■解散ＮＰＯ法人数 ０ （H２６.１０月分） 

■しまね社会貢献基金登録団体数 ５３ 

■だんだん認証レベル取得団体数 ４３ （内 レベル２ ２６) 

１０月から隔週で始まった「ＮＰＯ法人事務局セミナ

ー」（会場 松江合同庁舎）も残すところ２回となり、

11/26（水）「雇用手続きと給与計算」、12/10（水）「会

計と決算」、12/17（水）にはセミナーの成果を試す「事

務力検定」を開催します。毎回セミナー後には講師の

先生を交えたサロンを開いており、目からウロコな情

報も得ることができます。まだご参加承っております

ので松江事務局までお問い合わせください。  （Ｔ）

愛媛県出身。出雲市大社町鷺浦
在住。家族の転勤で小学２年から
中学１年までを松江市で暮らす。
島根大学へ進学し、サークル「島
大 Spirits!」（学生と地域のコミュニ
ティ創りなどの活動を行う）を立ち
上げる。大学卒業後、奥出雲のＮ
ＰＯ法人に２年間勤務。その後、鷺
浦コミュニティセンターに１年間の
勤務を経て、平成２５年４月に任
意団体「ふるさとつなぎ」を設立
し、平成２６年２月に法人化。 
 
※出雲市大社町鵜鷺地区 
世帯数 125 戸、人口 235 人、 
高齢化率60％（H26.10.31現在）

新着図書情報 

「第 5回都道府県、主要市における 

ＮＰＯとの協働環境に関する調査報告書」 
（発行：IIHOE ［人と組織と地球のための国際研究所］） 

地方の人口減少が進み、中山間
地域の存続が課題となっている
中、島根県の農村や漁村でまちづ
くりに取り組む若者がいる。 
その若者とは、ＮＰＯ法人ふる
さとつなぎ 代表理事 清水 隆矢
（しみず・りゅうや）さんである。
清水さんの活動拠点の出雲市大
社町鵜鷺地区は、かつて銅山や北
前船の寄港地として栄えたが、鉱
山の閉山を皮切りに、海運業・漁
業・林業の衰退と重なり若者が仕
事を求め離れていった限界集落
である。 
愛媛県出身の清水さんが、島根

で活動を始めた理由は、「島根が
好きだから」という想いからだっ
た。転勤族の家庭で各地を転々と
したが、振り返ると小学生時代に
過ごした島根が最も自分に合っ
ていたこと。また、島根の人その
ものに魅力を感じたことが大学
も島根に決めた理由だ。 
まずは、島根のファンづくりの

ために鵜鷺地区や奥出雲町を舞
台に、民泊体験などの「しまね暮
らし体験ツアー」などを催し、そ
の活動を通じて９人の若い移住
者もあった。駆け出しの法人が、
なぜ短期間で人を呼び込むこと
ができたのだろうか。 
幼少期から友人の面白さなど、
人の魅力を引き出すことが得意
だった清水さんにとって、島根で 

お知らせ 

全国 255 自治体分の協働のしくみを可視化

した世界初の調査 第５弾！ 

暮らす人たちの魅力を引き出し、
県外の人とを繋ぐ役割は得意分野
だ。 
そんな清水さんの周りには強力

なサポーターもいる。団体設立以
前に後押しを受けた師匠たちをは
じめ、１人で切り盛りする清水さ
んをボランティアで支える会員た
ち。それらの人たちのお蔭で今日
の活動が成り立っている。 
更に、普段県内の他のＮＰＯ法

人と集まる機会は少ないが、今秋
当財団主催で開催した、県内のＮ
ＰＯ法人が集結する交流会に、企
画から携わって発表したことで、
新たな繋がりも生まれた。 
この様に、人を繋ぐ素質や移住

の実践者としての経験、そして、
地域住民や若者、その道のプロた
ちを巻き込む魅力が移住者を受け
入れる一助となっている。その清
水さんの礎になっているのが「全
てよきこと 全てよき出会い」と
いう大学時代に感銘を受けた言葉
だ。「うまくいかないことがあって
も無駄になることはひとつもな
い。その経験が次に活かせると思
うと何でも前向きになれる」と朗
らかに語る。活動は一筋縄ではい
かず、また、ひとりではできない
からこそ「今は視野を広げながら
種まきの段階だ」と先を見据える。
清水さんの、過疎地域を未来に繋
ぐための活動は始まったばかりだ。 （Ｔ）

鷺浦地区の住民と話す清水さん 
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