
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 開催日 時間 テーマ 内容 

１－a 

７月５日（東部） 
７月６日（西部） 

午前の部 
 9:30～ 
  12:30 

定款 
登記手続き 

定款の読み方 
登記手続き 

１－b 
午後の部 

13:30～ 
   16:30 

雇用 
給与計算 

雇用に関する事務手続き 
給与計算方法 

２－a 

８月 30日（東部） 
８月 31日（西部) 

午前の部 
 9:30～ 
  12:30 

ＮＰＯ会計 
日常的な会計事務、仕訳 
記帳方法等実務 

２－b 
午後の部 
13:30～ 

   16:30 

決算事務 
所轄庁手続き 

決算処理、所轄庁への 
書類提出手続き 
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Non-Profit-Organization 

すぐに役立つ。ずっと役立つ。 

ＮＰＯ法人に必要な、定款・登記など法務、労務管理、会計・税務など、さまざまな 

事務手続きについて、ワークもまじえながらテーマ毎に細かく学ぶことができるセミナーを開催します。 

事務力のアップは、事業の拡大や経費の節減、団体の信頼向上にもつながります。 

本当にやりたい活動を充実させるためにも、事務力を磨いて組織のスキルアップを目指しましょう！ 

東部会場 

７月５日（火）・ 
8月３０日（火） 

西部会場 

７月６日（水）・ 
８月３１日（水） 

●講師 加藤 彰子氏（ＮＰＯ法人岡山ＮＰＯセンター） 

 

●会場 東部：松江市市民活動センター 201・202 研修室 

（松江市白潟本町 43 スティックビル２階） 

    西部：いわみぷらっと 会議室１・２    

（浜田市相生町１３９１－８ シティパルク浜田２階） 

●スケジュール 午前の部 9:30～／午後の部 13:30～  

＊４テーマのうち、いずれか１テーマのみのご参加も歓迎です！ 

●お持ちいただくもの 筆記用具、電卓  

※午前・午後とも参加される場合は各自昼食をご用意ください。 

 

●お申込み方法  
定住財団ＨＰ http://www.teiju.or.jp/  Ｅ -mail  shimane@teiju.or.jp  ＦＡＸ 0852-28-0692 

●お問合せ（公財）ふるさと島根定住財団 地域活動支援課 黒澤・塩冶・森山 (ＴＥＬ 0852-28-0690) 

参加無料！ 

Ｈ27年度 

参加者の声 講義の様子 

ワークの様子 

・テンポよく楽しく学習できました。 
・分かりやすく簡単な言葉で説明を
していただき大変助かりました。 

・ワークが多く実際に手を動かして 
 初めて気づくこともあり、 
とても勉強になります！ 



■締 切 日：6月 30日（木）当日消印有効 

■助成金額：1)子どもの本購入費助成：30万円 2)病院・

施設子ども読書支援購入費助成：30 万円 3)子どもの

本 100冊助成：当財団が選書した学年別児童図書セッ

ト、約 15万円相当 

■対象団体：子どもたちの読書啓発、指導等を行ってい

る民間の団体または個人 

●問 合 せ：（公社）読書推進運動協議会子ども文庫係 

（業務代行先）TEL：03-3497-2651 FAX：03-3470-3517 

 HP：https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/3387 

 

■締 切 日：6月 30日（木）当日消印有効 

■助成金額：上限 100 万円 

■対象団体：青少年スポーツの振興に関する事業を 3年

以上継続して実施している財団法人または社団法人 

■対象経費：会場設営費、スポーツ用具費、印刷製本 

費、講師・審判謝礼等、スポーツ事業に必要な経費 

（協賛金的な性格を有するものについては対象外） 

●問 合 せ：（公財）ヨネックススポーツ振興財団 

TEL：03-3839-7195 FAX：03-3839-7196 

HP:https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/3397 

■締 切 日：6月 30日（木）当日消印有効 

■助成金額：1)保育所設置に係る初期費用：上限 350万

円 2)保育対策等促進事業に必要な設備の整備、備品の

購入等に係る費用：上限 35 万円 3)放課後児童クラブ

の受け皿拡大や質の向上に必要な設備の整備、備品の

購入等に係る費用：上限 20 万円 

■対象団体：1)2)法人格有すること 3)法人格問わない 

●問 合 せ：生命保険協会広報部内「子育てと仕事の両 

 立支援」事務局 TEL：03-3286-2643 FAX：03-3286-2730 

 HP: https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/3395 

■締 切 日：7月 15日（金）17時（郵送は消印有効） 

■助成金額：自動車購入費 1 件 100万円まで 

（総額 1,000万円） 

■対象団体：以下をすべて満たしていること 

①募集地域：西日本地区に所在する団体 

②特定非営利活動法人、社会福祉法人 

③主として障害者の福祉活動を行う団体 

●問 合 せ：（公財）損保ジャパン日本興亜福祉財団 

TEL:03-3349-9570 FAX：03-5322-5257 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/3406 

■締 切 日：7月 22日（金） 

■開催日時：8月 2 日（火）10:00～12:00 

■内 容：基調講演「好奇心がビジネスをつくる」 

      入学案内「島カレについて」 

■開催場所：大田市民会館中ホール 

■参加人数：100名 

■参 加 費：無料 

■参加対象：地域素材を活かした商品開発、販路拡大、

新たなビジネスを立ち上げたい方など 

※組織形態や規模は問いません 

■締 切 日：6 月 30日（木）当日消印有効 

■対象団体：1)緑の市民協働部門：市民団体 2)緑の事

業活動部門：民間事業者 3)緑のまちづくり部門：市

区町村 

■表彰内容：内閣総理大臣賞（副賞２０万円）、国土交

通大臣賞（副賞１５万円）、都市緑化機構会長賞（副

賞１０万円）ほか 

●問 合 せ：（公財）都市緑化機構「緑の都市賞」事務

局 TEL: 03-5216-7191 FAX：03-5216-7195 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/3399 

≪島カレとは？≫ 

地域で活躍する皆様のための支援プログラム。商品開発

や販路拡大などに関する悩み、気になることを解決に向

かって学ぶ。「集合研修（座学）」+「個別研修（1社ずつ

の個別相談）」を 5 回実施 

※入学希望者は、セミナー後の個別相談会（13:00～19:00）

に必ずご参加ください 

●問 合 せ：株式会社紡（つむぎ）担当：石澤 

TEL:03-6277-8123 FAX：03-6277-8124 

委 託 元：島根県地域振興部しまね暮らし推進課 

https://www.shimane-ikiiki.jp/events/3398 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■締 切 日：6月 30日（木）当日消印有効 

■助成金額：総額 3千万円 

事業（研究）総額の 90％以内、且つ下記金額を限度

①事業助成：20 万円以上 100 万円上限 

②研究助成：上限 100 万円 

■助成対象：障害児者に関する事業及び研究で、先駆

的・開拓的な事業及び研究を優先 

●問 合 せ：（公財）みずほ福祉助成財団事務局 

TEL：03-3596-5633、FAX：03-3597-2137 

HP:https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/3398 

2016 年度社会福祉事業 

自動車購入費助成 

(公財)都市緑化機構 

第 36 回緑の都市賞 

 

 

 

(公財)伊藤忠記念財団 

平成 28 年度子ども文庫助成 

島根もの・ことカレッジ（島カレ）キックオフセミナー 

助成金・イベント情報 

助成金 

6/30〆 

6/30〆 6/30〆 

助成金 

助成金 

募集 

(公財)みずほ福祉助成財団 

平成 28 年度社会福祉助成金 

7/15〆 

(公財)ヨネックススポーツ 

振興財団平成 28年度助成金 

  
 

助成金 

7/22〆 

セミナー 

子育てと仕事の両立支援に 

対する助成活動 

6/30〆 

助成金 

★詳しい情報は「島根いきいき広場」で検索★ 

http://www.shimane-ikiiki.jp 

6/30〆 

TEL:03-3349-9570
TEL:03-3349-9570


 

 

 

祝 
「しまね田舎ツーリズム」 が、３年連続 

ロハスデザイン大賞 2016 「コト部門」 大賞を受賞！ 

 5 月 20日（金）～22 日（日）にかけ、東京の新宿御苑にお

いて開催された「第 11 回ロハスデザイン大賞 新宿御苑展」

に出展してきました！奥出雲町 囲炉裏サロン「田樂荘」の

白山洋光さん・里香さんご夫妻による「オーガニックコッ

トン体験」などを通し、来場者の皆さんとお話をしながら、

島根そしてしまね田舎ツーリズムの魅力をしっかりＰＲし

てきました。 

▲島根のクロモジ茶も好評。枝の香りも体験！ 

ロハスデザイン大賞は、ロハスを体現しているヒト・モノ・コトを対象としたデザイン・プログラムとし

て 2006年にスタートしました。生活者であるみなさん（個人メンバー）の審査・投票により、毎年 6 月に

大賞の発表を行っています。ロハスなデザインとは、私たち人間と地球が持続可能で健康的な関係を共有

し、より豊かで快適なライフスタイルをつくっていくための知恵や思想、そして行動です。 

今回「しまね田舎ツーリズム」は、4,436票もの票をいただき、「コト部門」

大賞を受賞いたしました。３年連続での受賞になります。ご来場くださった

皆さま、投票で応援くださった皆さま、いつもしまね田舎ツーリズムをご利

用くださっている皆さま、本当にありがとうございました！ 

 

▲授賞式にて。 

（photo by 阿部雄介氏） 

新規実践者募集中！ 
今年で 12 年目を迎える「しまね田舎ツーリズム」。あなたも実践者

になってみませんか？興味・関心のある方は、まずはお気軽にふる

さと島根定住財団までお問合せください！ 

◆しまね田舎ツーリズムＨＰ：http://www.oideyo-shimane.jp/ 

 

 

日 時：７月３日（日）１０：００～１６：００ 

場 所：松江市市民活動センター（STIC ビル） 

第１部：ワークショップ            １０：００～１２：００ 

第２部：共創・協働マーケット～交流・商談会～ １３：００～１６：００ 

７月３日に開催される共創・協働マーケットに、今年も参加させていただくことになりました。 

これから何かをはじめたい方、活動のステップアップを目指す方など、どなたでも大歓迎！ 

「日頃の活動の悩みを解消！地活っちゃん診療所」と題し、地域づくり活動に関する疑問や悩みに 

お答えします。みなさまぜひお気軽にお越しください。（財団は１３：００からの参加です） 

★共創・協働マーケットとは★ 

NPOや市民団体、公民館、企業、行政など、さまざまな分野が一堂に集まり、お互いの活動内容を紹介した

り、パートナー探しをする場。今年で３回目を迎えます。 

 

 



  

 地域自主組織の取組みを学ぶ雲南市の「雲南ゼミ」に

参加し、３つの地域自主組織を視察し、お話を伺うこと

ができました。地域に関わる人同士のコミュニケーショ

ンの大切さ、伝統を大切にしつつ、持続可能な地域づく

りのため新しいことにも積極的に挑戦する姿勢など、多

くのことを学ぶことができました。普段の仕事にも活か

せる知恵と、元気を分けていただいたと思っています。

お世話になった皆さま、ありがとうございました。 （M） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『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 

 

森林教室の様子 

■県内ＮＰＯ法人数 ２７８     

（内 認定 NPＯ法人数 ６、仮認定 NPO法人数 １) 

■新設ＮＰＯ法人数０ ■解散ＮＰＯ法人数０（H２８.５月分） 
■しまね社会貢献基金登録団体数 ５１ 

■だんだん認証レベル取得団体数 ４０ （内 レベル２ ２８) 

スタッフ後記 

【Ｈ２８．５．３１現在】 

県内ＮＰＯ情報 

 今年 5 月、島根の伝統文化が海
を渡った。英国ロンドンで初の海
外公演を成功させたのは、益田市
で活動する益田糸操り人形保持者
会。その代表を務めるのが、岡﨑
文宏さんだ。 
 糸操り人形の文化が益田に伝わ
ったのは、明治 20年頃と言われて
いる。それから約 130 年もの間、
市民の手によってその伝統は受け
継がれ、昭和 38年には島根県無形
民俗文化財にも指定されている。 
そんな歴史ある糸操り人形を現

代に伝える岡﨑さんだが、元々伝
統文化に興味があった訳ではな
い。当時の保持者会は会員が 10
名弱、高齢化が進み、存続の危機
を迎えていた。そこでたまたま声
が掛かったのが、岡﨑さんが所属
する田植え囃子保存会だった。と
にかく一度やってみてくれという
ことで 3 カ月の稽古を積み、秋祭
りで披露したのが初舞台となっ
た。頼まれると断れない性格だと
いう岡﨑さんは、結局そのまま活
動を続けることに。今では 25年の
キャリアを持つ一番の古株だが、
「正直、面白いと思えたのは 10
年経ってから」と話す。それでも
ここまで続けてこられたのは、伝
統文化を次の世代に継承する責任
を強く感じていたからだ。 

こうして岡﨑さんがつないだバ 
トンは、ゆっくりと、そして確実 
に次の世代へ受け継がれようとし
ている。地元益田での公演をきっ
かけに糸操り人形に興味を持つ若
者が増え、昨年には最年少となる
小学 5 年生の女の子が両親と共に
メンバーに加わった。週 1 回の練
習では、細かく指導するというよ
りも、みんなで意見を出し合いな
がら作品を作りあげていくのが岡
﨑さん流。その指導法のおかげで、
メンバーものびのびと糸操り人形
を楽しむことができている。 
地道な活動を続け、ロンドン公

演をきっかけにさらなる飛躍が期
待される保持者会。今後の目標に
ついて、「まずは若い世代に伝統を
継承していくこと。そして、国の
重要無形民俗文化財の指定も目指
していきたい」と語ってくれた。 
7 月にグラントワでの定期公

演、そして秋には既に 10件近くも
の出張公演が決まっており、早く
も大忙しの 1年となりそうだが、
新たなメンバーを迎え、ますます
進化を続ける益田糸操り人形保持
者会から目が離せない。  （E） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

益田糸操り人形保持者会 

会長 岡
おか

﨑
ざき

 文
ふみ

宏
ひろ

さん 

 1958年、益田市出身。25年前か
ら糸操り人形を始め、10 年前から
は同会の会長を務める。若手メン
バーから見た岡﨑さんの印象は
“無邪気な人”。伝統を守りつつも
糸操り人形を楽しむ無邪気な心を
忘れないからこそ、岡﨑さんが生
み出す作品は人々を魅了するの
かもしれない。 

団体の主な活動 

県の無形民俗文化財である益田糸
操り人形を保存・継承している。現
在会員は18名。年3回の定期公演
のほか、県内外への出張公演など
精力的に活動している。今年 5月に
はロンドン公演を成功させた。 
≪公演情報≫ 
日 にち/7月 24日（日） 
時 間/13：00開場 13：30開演 
会 場/グラントワ小ホール 
入場料/一般 500円、高校生以下

無料（全席自由） 
ぜひ一度足をお運びください♪ 

継続は力なり～25年の歩み～ 

左：両手を巧みに使い人形を操る岡﨑さん。熟

練の技が光る。 

右：取材中、練習に訪れた中学生のメンバー。 

  今後の活躍が楽しみだ。 

 

「しまねいきいき広場」では機

関紙に掲載していない助成金・

セミナー情報も紹介していま

す。ぜひご覧ください！ 

＊採択情報 
ふるさと島根定住財団の平成22年度
第 1回社会貢献活動支援事業【複数
年型事業】採択団体 

http://www.shimane-ikiiki.jp 
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