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平素から「うんなんコミュニティ財団」の活動に
温かいご支援を賜りありがとうございます。
2020年4月、一般財団法人「うんなんコミュニ
ティ財団」が誕生しました。人口約37,000人の
雲南市で642人もの方々に発起人になっていただ
き、中山間地で全国初の「うんなんコミュニティ
財団」を発足させた雲南市民の皆様を誇りに思い
ます。同年9月に「公益財団法人」に認定され、
11月には「東近江市 ·南砺市 ·雲南市」の3コミュ
二ティ財団のコンソーシアム（連携）で申請して
いた休眠預金等活用法（※1）に基づく資金分配団
体（※2）に採択され、市内4団体を実行団体として
採択させていただきました。
コロナ禍の下、短期間でここまで弊財団が成長で
きたのは、紛れもなく「うんコミュ応援団」の皆
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様方の熱き想いに背中を押していただいた賜物と
感謝しております。
一人でも多くの市民の皆様に「うんなんコミュニ
ティ財団」の活動にご参加いただき「支えあい市
民が作る市民のための財団」として未来に向かっ
て共に歩み続けることをお誓いし、挨拶とさせて
いただきます。
引き続きご指導、ご支援のほど宜しくお願い申し
上げます。

公益財団法人
うんなんコミュニティ財団
代表理事　郷原剛志

※1　休眠預金等活用法：2018年1月1日に施行された法律で、目的は
10年以上にわたって取引がない「眠っている預金」を、行政によ
る対応が困難な社会的課題の解決に活用することです。（預金者
の権利は引き続き保護されます）

※2　資金分配団体：休眠預金等の活用対象となる事業領域において、
社会の諸課題の効果的・効率的な解決に向けた事業を企画・設計
し、民間公益活動を行う団体（実行団体）を公募により選定、助成
等の資金的支援および経営・人材支援等の非資金的支援を伴走型
で提供します。

しくみ 事業概要

2020年4月に、642人の志金300万
円をもとに設立しました。市民をは
じめとした地域の主体が繋がり取り
組むこと、地域に根ざすことを大切
にした、地域の諸課題解決・価値創
造の仕組みです。近年、市民一人ひ
とりの課題解決を支える意志により
全国各地で「コミュニティ財団」が
設立されています。

私たちは、地域の将来を左右するよ
うな大きな課題からより日常的で身
近な小さな課題まで、市民同士で支
え合いながら、市民の自らの手で自
在に解決していける未来を目指して
います。
誰もが社会課題の解決・改善および
地域の価値創造に関わることができ、
地域のあらゆる人や企業、団体など
が地域での役割を担いあいながら、
当事者の意識と存在を大切にした安
心で持続可能な地域社会をつくる一
助となります。

地域のなかで資金をはじめとした人・
物・情報などの資源を循環させる仕
組みになることで、だれもがやりた
いことを実現できる持続可能な雲南
を作り、地域で支え合います。

うんなんコミュニティ
財団とは

目的
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その他当財団の目的を
達成するために必要な
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「共有スペース付きテナントビレッジをつくりたい！」 ……………………… 拵真弓さん
「大地の再生を雲南で広めていきたい！」  …………………………………… 河西海里さん
「神楽の情報サイトや神楽体験ができる場を！」 …………………………… 神庭和幸さん
「新成人に向けて雲南ツアーを開催したい！」  ……………………………… 五感で感じる雲南ツアー2021実行委員会
「大東七夕まつりのPR活動をしたい！」 ……………………………………… 大東七夕応援計画
「地産地消のエネルギーをつくろう～仕組みづくりのスタート〜」 ………… 松本悠さん
「地域を盛り上げる音楽活動を継続したい！」 ……………………………… たいきとみんなのライブ実行委員会
「少人数で心やすく来れる公演場所をつくり、地域を笑いで元気にしたい！」  劇団おばば座
「深刻な IT遅れをなんとかしたい！」 ………………………………………… そんさんひょんさん
「キャラクターを活用して地域を盛り上げていきたい！」 …………………… シモクマ・ダニープロジェクト

「雲南ツアーを開催したい！」 ………………………………………………… 五感で感じる雲南ツアー2021実行委員会
「食の杜で『地域まるごと子育て“縁”』をはじめたい」 ……………………… コミュニティナースカンパニー株式会社
「心の病気（=生きにくさ）を感じている方の「心の安全基地」を作りたい」 心のベースキャンプ

食の杜で「地域まるごと子育て“縁”」
をはじめたい

心の病気（=生きにくさ）を感じている方
の「心の安全基地」を作りたい

雲南ツアーを開催したい！

雲南の魅力を知らずに市外に出て行ってしまう高校生を対象
に雲南ツアーを実施し、地元の魅力を再発見することで市外
に行ってもこれからも雲南に関わりを持ち続ける若い人を増
やしたい。

新型コロナウイルスの影響で学校が休校になった際、困って
いる子どもや親を目の当たりにし地域住民みんなで子育てを
する、また、多世代交流により子どもの可能性を拓いていく
子育て縁をつくる。

心の病気を持ちながらも創作活動をされている人の作品発表
の場や他の人と繋がる場がなく、その機会や場を作っている。
個性の違いや価値観の違いを理解しあい、個性や才能を社会
とつなぐ活動を継続していきたい。

2021年3月20日にツアーを実施。高校生から「これからも
何かの形で雲南に関わりたい」という声や「次は企画側で雲
南ツアーに参加したい」という声から実行委員への加入があ
る等、次のアクションに繋がっている。

食の杜の瓦葺きのお家の整備やイベントを開催し支援ととも
に意見交換等も実施。メンバー2名はモンテッソーリ教育資
格取得のため専門コースで学ぶ。その間、連携する法人とと
もにイベントの開催や子どもの預かりを行っている。

当事者の方の作品を挿絵にしたカレンダー制作や継続した展
示会を実施予定。また、地域の勉強会への講師登壇等にも活
動を広げている。

心のベースキャンプ

寄付額 ： 253,694円 寄付者 ： 49名

コミュニティナースカンパニー株式会社

寄付額 ： 3,155,005円 寄付者 ： 138名

五感で感じる雲南ツアー2021実行委員会

寄付額 ： 120,000円 寄付者 ： 24名

目 的

目 的

目 的

プラン発表後の活動

プラン発表後の活動

プラン発表後の活動

クラウドファンディングプロジェクト
2020年度に実施した事業指定助成事業（みんなでカンパ）
市民のプランを発表し仲間や資金を集める場の企画運営、発表に伴う相談支援、クラウドファンディングの
サポートなど。

プラン発表者の中から、3団体がクラウドファンディング
に挑戦し、自分たちのプロジェクトを実施・推進をした。

2020年上半期は、新型コロナウイルス感染拡
大に伴い、資金を調達してプランを実行すると
いうことが難しい状況でした。そのような状況
下でも、新型コロナウイルス収束後に向けてア
イデアを実現しようと意欲的である人も多く、
オンラインツールを使用し雲南市内外の人たち
との新たな繋がりづくりや新たな視点からの意
見交換などの場づくりを実施した。

事業指定助成事業

事業で
目指す状態

▲ 　 事業を通じて地域の主体が繋がっている

▲ 　 事業を通じて繋がった人どうしで応援し合うことができている

▲ 　 事業を通じて諸資源（人・もの・資金・情報）が循環している

▲ 　 事業を通じて誰もが社会課題の解決・改善および地域の価値創造に関わることができる

プラン共有発表会開催 / 7回

プラン共有件数 / 13件

プラン共有発表会参加者 / 延119名

クラウドファンディング実施件数 / 3件

クラウドファンディング
寄付者/延211名

クラウドファンディング
寄付総額/3,562,835円

事業結果

共有されたプランおよびプラン発表者

雲南市内

87名
雲南市外

124名

雲南市内
1,252,122円

雲南市外
2,310,713円

関係人口 地域内で循環している資金

地域外から流入している資金
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2020年度に実施した課題共有の場づくり 2020年度に設置した基金など

フードバンク勉強会

資源活用の取り組みについて

8050問題・地域での孤立について

地域で考える資源循環勉強会

地域や団体の枠を越え連携して取り組む必要のある地域課題を共有する場の企画運営。 地域課題等に応じて基金の設置運営等を行う。

弊財団の新型コロナウイルスに関するアンケート調査から、
ウイルス蔓延に伴い休校や休業により働くことが困難になり、
子育て世代の負担が大きくなっていることが分かった。フー
ドバンクや子ども食堂の機能について、意見交換等行い今後
の活動について検討した。

おたがいさま雲南 みんなのお家 訪問看護ステーションコミケア 好老センター通所介護事業所

板倉千恵美氏、景山泰佑氏、神庭聖子氏

池田隆史氏、岡田浩一氏、土屋博紀氏

18名

20名

オンラインおよび
地域つながりセンター（島根県松江市）

オンラインおよび三日市ラボ（雲南市木次町） オンラインおよび三日市ラボ
（雲南市木次町）

2020年6月18日

2020年10月27日 2020年11月21日

弊財団設立にあたり、雲南の環境をこれからも大切に残して
いきたいという声が多くある一方、具体的に何をしたら良い
のかわからない、一人でやっていても仕方がないと思う等の
声もあった。自然を大切にしながら個人や事業者として市内
で取り組む論点提供者から現状と今後個人や地域単位でどの
ようなことができると良いか等検討した。

家以外に所属やつながりが無い人が孤立状態になってしまい、
周囲に頼ることも難しいという家庭が全国で増加している。
市内で学校在籍中から学校卒業後のサポートをする論点提供
者から現状と今後の連携等について共有・検討した。

地域循環共生圏：各地域が美しい自然景観等の地域資源を最大限活
用しながら自立・分散型の社会を形成しつつ、地域の特性に応じて
資源を補完し支え合うことにより、地域の活力が最大限に発揮され
ることを目指す考え方です（環境省HPより抜粋）

10月の課題共有会議を経て、どのようなことが地域で取り組
めると良いかの具体案を検討した。世界や日本の事例を学び
ながら、雲南の課題と活用できる資源を出しながら、それら
の資源をどのように組み合わせて活動できると良いか意見交
換等を行った。

▲ 　 事業を通じて地域の主体が繋がっている

▲ 　 事業を通じて繋がった人どうしで課題解決に向け取り組むことができている

▲ 　 事業を通じて諸資源（人・もの・資金・情報）が循環している

▲ 　 事業を通じて誰もが社会課題の解決・改善および地域の価値創造に関わることができる

事業で
目指す状態

課題共有会議事業 基金の設置運営事業

日　時

日　時

日　時

場　所

場　所

場　所

参加者

14名参加者

参加者

オンラインおよび
三日市ラボ（雲南市木次町）

2020年9月5日日　時

場　所

20名参加者

池田隆史氏、岡田浩一氏、土屋博紀氏論点提供者

論点提供者

フードバンクしまね あったか元気便、地域つながりセンター論点提供者

論点提供者

事業で
目指す状態

▲ 　 事業を通じて地域の主体が繋がっている

▲ 　 事業を通じて諸資源（人・もの・資金・情報）が
循環している

▲ 　 事業を通じて誰もが社会課題の解決・改善お
よび地域の価値創造に関わることができる

2020年5月から6月にかけてマスクバンクを設置し、合計1,387枚のマスクを市内外77名と匿名複数名の
皆様からお預かりした。訪問事業や場づくり等に取り組まれている市内の4団体・施設に寄付をした。

設立発起人や市民の皆様からの声やアイデア、現
状や今後想定される取組等を元に「地域循環共生
圏」の考え方に基づき「マンダラ図」を作成しました。
また、声から見えた「雲南で暮らしていくなかで
大切にしたいこと」を10のローカルマニフェスト
としてまとめました。
この活動は環境省の地域循環共生圏プラットフォー
ム構築事業の一環で実施させていただきました。

皆様からいただいた声をまとめました

マスクバンクの設置
課題共有会議の開催 / 4回　　　　　　課題共有会議参加者 / 74人

参加者同士の新たな連携に繋がる / 1件（参加者が所属する団体での研修、相談の連携）

次年度の新規プロジェクトに繋がる / 1件（弊財団での資源循環取組促進事業）

事業結果

基金の設置 / 1件 
（新型コロナウイルス対応支援基金）

マスクバンクの設置

事業結果
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2020年度休眠預金等活用事業

外国人住民のための
うんなん暮らし支援事業

地域の応援者を増やして、みらいの
かのうせいをもっとたかめよう！

個性を育む
創造プロジェクト

地域みんなで
産前産後・子育てを応援！！

うんなん多文化共生まちづくり協議会

一般社団法人 みかた麹杜舎

3C「夢」CLUB実行委員会

産前産後ケアはぐ

助成額 ： 5,926,291円

助成額 ： 9,659,050円

助成額 ： 8,638,600円

助成額 ： 7,456,020円

東近江・南砺・雲南コンソーシアム（Team HUN）による休眠預金を活用した「草の根活動支援事業」の実施。
テーマ「ローカルな総働で孤立する人を地域につなぐ」

雲南市の地域自主組織2地区で
モデル事業として、日本人住民
と外国人住民の交流型の日本語
サロンや日本人住民と外国人住
民の関係づくり等を実施し、地
域住民と顔の見える関係を築く
ことでお互いが地域で安心安全
に暮らすことができる町を目指す。また、これらの活動により外国人住
民が個人で必要な情報や支援を得、在住地区の行政機関や総合センター
等を利用できるようにする。

学校での学びづらさや過ごし
づらさの背景には、 LDやHSP、
ASDなどがあるが、外見からは
障害が分かりにくいため、その
分特性や対応法の理解が遅れて
おり当事者家族が葛藤を抱えて
いることも多い。
情報集約および発信、相談できるコミュニティづくり等により、障害受
容ができている保護者（先輩ママ）と出会い、「大丈夫」と直接対象者が安
心できるようにする。

雲南市に在住している外国人技能実習生や外国人住民、ロッ
クダウンで帰国困難な外国人、日本人を配偶者に持つ外国人
住民、外国ルーツの子ども

学校での学びづらさを抱えている子ども（限局性学習症など）、
過ごしづらさを抱えている子ども（HSC、知的に遅れの無い
ASD）、そのため不登校になっている子どもやその保護者

幼児・児童・生徒で経済的に困難な子どもたちや発達障がいの
ある子どもたち、不登校の子どもたちなど（就学前の子ども
〜高校生）、その保護者

雲南市に住む（里帰りも含む）妊婦〜未就学児を育てている、
地域との関わりが少ない子育て世代の女性

雲南市内の小中学生・高校生で、
特別支援学級に所属している子
どもたちや不登校 の児童・生徒、
経済的に困難な家庭の子どもた
ちを対象に様々な体験活動の場
を提供する。
体験力を育むとともに「人・もの・
こと」との出会いの中から、将来社会的に自立して行けるような生き抜
く力の基礎づくりをする。

雲南市の産前産後・子育て世代
の孤立や孤育ての解消・予防と
して、妊娠中から産後のことを
見据えたサポート体制作りや、
子育て中のママ同士が不安を気
軽に相談し共感し合える場作り、
行政や自主組織等と共に子育て
世代が多世代と交流できる機会を作る地域連携事業等を行う。これら
の事業によりママ同士や、地域と子育てをする女性がつながり安心し
て子育てができるようにする。

直接
対象者

直接
対象者

直接
対象者

直接
対象者

助成期間
2020年3月〜2023年2月

助成総額
31,679,961円（申請団体・事業：7）つの採択団体・事業4

▲ 　 社会課題解決のための自律的・持続的な仕組み構築

▲ 　 民間公益活動実施団体の資金的自立と事業の持続可能性の確保

▲ 　 孤立していた個人や世帯が地域とつながり、誰もが安心して働き暮らせる社会になる

事業で
目指す状態

基金の設置運営事業 皆様の声

寄付者の声

実践者の声

クラファンをするにあたり、自分達の活動についてメ
ンバーで話し合い、お互いの思いを知ることができた。

寄付者の皆さんの思いを知り、目標金額を達
成した時にも改めて「絶対に成功させよう」
というモチベーションにも繋がった。

寄付者の方へお礼を報告書と共に連絡すると、個人的
に応援メッセージが届く等があり嬉しかった。

改めて色んな方に支えられているなと実感した。

@五感で感じる雲南ツアー2021実行委員会
私も大学生の時に同じ課題意識を感じていました！ 1人
でも多くの雲南出身の若者が、地元の素晴らしさに気
づけるような機会になるように願ってます！頑張って
ください！！

@コミュニティナースカンパニー株式会社
今回の素晴らしい取り組みに感動してます！ 応援して
ます！ 頑張ってくださいね！ シフォンケーキのおやつ
なら提供できますので、よかったらお声かけくださいね！

@心のベースキャンプ
身近なところにたくさんの安心と感じられる場がどん
どん増えていけるといいなと思います。応援しており
ます。

@心のベースキャンプ
すばらしい活動だと思います。それぞれが個
性を大事にできる社会、すべての人が居場所
をもって幸せに暮らせる社会になってほしい
と願ってます。そのためにも、今後も頑張っ
てください！

@うんなんコミュニティ財団
雲南で頑張っている人たちに、どのように関
われるのか分からずにいました。コミュニティ
財団を通じてその人たちを知ることができ、
寄付という形で応援できて嬉しいです。

@コミュニティナースカンパニー株式会社
私も、一児の母として子どもと地域の関わり
は大切だと思ってます。こんな素敵な場所が
できるのは羨ましい。そしてこういう所がもっ
と増えたらいいな。がんばってください！

@五感で感じる雲南ツアー2021実行委員会
雲南市の魅力を伝えてもらえると嬉しいです。
また、若い方々がどんな魅力を感じるのかを
共有してもらえると嬉しいです。

活動報告書を作成することで、今までやってきたこと
を整理し、見える化することができた。

クラファンで広報することにより、活動を広
く色んな人に知ってもらう機会となった。

クラウドファンディングなどを実践した方からの声

クラウドファンディングや財団に寄付いただいた方の声

皆様から多くのお声をいただきました。少しですがご紹介させていただきます。
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Ⅰ 資産の部

1.流動資産
  現金預金
   現金
   普通預金
  未収金
 流動資産合計
2.固定資産
 （1）基本財産
   基本財産
 基本財産合計
 （2）特定資産
   特定資産
 特定資産合計
 固定資産合計
資産合計

Ⅱ 負債の部

1.流動負債
  未払金
  預り金
  未払法人税等
 流動負債合計
負債合計

Ⅲ 正味財産の部

1.指定正味財産
  民間助成金
  寄付金
 指定正味財産合計
2.一般正味財産
 正味財産合計
負債及び正味財産合計

科目 当年度 前年度 増減

会計報告（公益財団法人うんなんコミュニティ財団）

貸借対照表

703,086
6,272

696,814
894,880

1,597,966

3,000,000
3,000,000

34,002,232
34,002,232
37,002,232
38,600,198

△ 1,381,688
△ 5,418

△ 1,376,270
834,880

△ 546,808

0
0

34,002,232
34,002,232
34,002,232
33,455,424

2,084,774
11,690

2,073,084
60,000

2,144,774

3,000,000
3,000,000

0
0

3,000,000
5,144,774

882,043
100,642

40,500
1,023,185
1,023,185

572,013
46,957

6,800
625,770
625,770

310,030
53,685
33,700

397,415
397,415

29,526,042
7,476,190

37,002,232
574,781

37,577,013
38,600,198

29,526,042
3,575,161

33,101,203
△ 271,549

32,829,654
33,455,424

0
3,901,029
3,901,029

846,330
4,747,359
5,144,774

（単位：円）

2021年3月31日現在

設立寄付ならびに財団支援寄付者の皆様
うんなんコミュニティ財団設立発起人の皆様　642名
青木研輔　青木拓夫　青木千恵　青木光男　吾郷愛子　吾郷希穂　吾郷広幸　吾郷文夫　あごうや農園　吾郷康子　浅沼里美　麻生翼　安立彰　足立歯科 
足立尚吾　安達弓恵　新三千雄　熱田勇二　阿部至　安部栄司　安部万里子　雨川直人　（有）天野館 　荒金裕美　荒川長巳　荒川ゆかり　荒木朋美　 

（株）アルプロン代表取締役/坂本雅俊　（株）アレックス創建代表取締役 /福島正二　飯塚睦子　飯間泰子　生田裕規　池田潤　池田隆史　池田仁美　居酒屋 
あすなろ　石川幸男　石川孔明　石田篤史　石田敬子　石田誠　石田侑生　石塚直樹　石飛泉　石飛紫明　石橋正伸　石橋基紀　石原和則　石原忍　石原 
誠二　石原達也　石原知美　石原泰仁　石原恭美　板垣重夫　板垣真司　板垣守昭　板倉千恵美　板持 周治　板持裕朗　市場雅延　一色明繁　伊藤悠 
糸賀夏樹　糸原るい　稲岡恵子　㈲いぬい建材店 /乾宏信　井上育子　井上洋輔　井原孝　今岡真二　岩佐由紀夫　岩瀬瑞穂　岩田和義　岩田久美子 
岩成聡　（株）植田建設　上田航平　植田保子　上野英則　宇田川孝浩建築設計事務所　内田孝夫　内田弘美　梅澤徹　梅澤宏徳　梅澤美咲　梅澤由貴子 
雲南コミュニティキャンパス　雲南市PR大使 /藤本真由　雲南モラロジー事務所　江角祐哉　海老原幸子　遠藤惠子　遠藤茂雄　遠藤匠子　遠藤健史　
大岡裕子　大坂雅春　太田直宏　大谷吾郎　大西祥生　大山知康　岡晴信　岡島春恵　岡田浩一　岡田トミ子　岡部有美子　岡村充泰　岡村八重子　小川 
貴美子　小川智　小川忍　小川真里　小川優　奥井英孝　奥野凜　尾崎桂子　押切真千亜　お食事処おくい　小田川和夫　小田川昭子　小田川憲男　 
小田川倫一　小田千尋　落合髙富　落合孝司　小畑和也　小畑絢子　小俣健三郎　小俣三郎　小俣蒼介　小俣七子　小俣眞智子　小村優希　恩田一樹 
甲斐慎一郎　柿木啓子　景山明　影山邦人　景山耕次　景山泰佑　景山大輔　景山正彦　景山由美子　影山喜文　勝平誠　勝部あかね　勝部琢治　勝部 
洋一　加津山久美子　加津山幸登　加藤健一　加藤三紗子　加藤雄二　角谷佳菜　鹿糠さやか　鹿糠俊二　金子尚弘　金築莉那　cafe A.oryzae　 
かみや園＋　神谷 友子　亀尾祥子　亀山佳代子　亀山幹生　嘉本俊一　狩野明芳　川合佑汰　川角和人　川上大貴　川田明子　河田浩司　河野翔太 
川辺洋平　神庭和幸　神庭恵子　神庭健誉　神庭千鶴子　神庭奈奈　菊地遼　菊地亮　岸本寛子　岸良助　（有）木次乳業　吉川創太　木藤亮太 
木村誠　木村眞由美　木村有佑　協栄金属工業（株）小山久紀　草場勇介　楠智加子　楠縁人　クック有紀　窪西駿介　倉内敦子　倉田カフェ /石田知治 
桑原真由美　株式会社ケイツウ　劇団おばば座　（有）建人 /神庭健治　五井渕利明　（有）紅梅しょうゆ　郷原いま子　郷原栄二　郷原絹代　郷原里志 
郷原千恵子　郷原剛志　幸和建設㈱　古賀亮晴　拵友彦　拵真弓　兒玉麻紀　骨盤ケア専門サロンLink/松島由紀子　後藤幸治　小林旭　小林彩 
小林功　小林和彦　小林花耶子　小林孝輔　小林峻　小林茂子　小林雅和　小林彦光　小山恭平　小山望　小山義弘　齋ヶ原祐司　斎藤賢　佐伯邦義 
佐伯美幸　坂口公太　坂中寛平　坂本美緒　さくら歯科クリニック/松下卓己　佐々木利正　佐世の葉温灸院　佐藤貞之　佐藤茂樹　佐藤眞一　佐藤治美 
佐藤博之　佐藤真琴　佐藤結子　里山照らし隊　澤村脩　山陰合同銀行　産前産後ケアはぐ /高木奈美　さんひょん　（同）しーぐりーんファーム代表 
社員 /藤井敏郎　塩出一俊　自伐型林業こもれび /畑雄介　島田奨馬　島根銀行　島根県介護福祉士会 /福島哲也　島根県農業協同組合　しまね信用金庫 
島根大学 /丸山実子　しまね中央税理士法人安部事務所　志村はるみ　下中隆嗣　下元道夫　上代一人　白石章二　白築敏彦　新藤正春　陣内裕成　 
すがし家　菅田和美　菅原史子　菅原俊幸　杉原雅也　鈴木祐司　鈴木利空　鈴木隆太　須谷美津子　須藤和裕　周藤明美　須山恵美子　須山絹恵　 
陶山清男　（株）陶山建設　陶山桂一　須山敏夫　須山朋子　須山光雄　陶山留美　整体リラクゼーション蓮　世良吉子　曽田周平　多賀法華　髙井 
淳一郎　高尾彰　高尾英次　高岡裕司　高田浩二　高田新一郎　高野耕治　高野幹子　高橋健　高橋七子　田久保博樹　多久和厚　竹内裕光　竹内庸公　
竹下淳子　竹下博昭　武田堅治　武田積代　武田勇也　武田 遼太　竹本浩　田鹿倫基　多々納正義　辰村泰治　田中久美　田中孝治　田中鈴夫　田中
節子　田中貴大　田中学　田中佑果　田中義昭　田中隆一　田部昌典　田部有香　多根理容館/多根茂雄　多根章生　多文化カフェSoban/イ・ジェジン 
teamTENT.小堀祥仁　team TENT.吉田遼太　千々松葉子　中国労働金庫　塚越廣幸　土江博昭　つちのと舎 /三瓶裕美　土屋明子　土屋悦子　 
土屋堯　土屋卓夫　土屋伴枝　土屋奈津子　土屋博紀　土屋有　土屋祐有香　角折和夫　椿明生　椿善裕　都間正隆　都間ゆかり　津森貴史　出川清一 
寺内誉子　塔間絹子　常盤千明　NPO法人とちぎユースサポーターズネットワーク代表理事/岩井俊宗　冨田昌吾　友田景　友廣裕一　鳥谷健二　トリセツ 
シマネ　内藤伸夫　永井まゆみ　長尾郁恵　中川玄洋　仲佐修一　中澤太輔　中澤ちひろ　中澤伸一　中島豊　永瀬順和　永瀬医院　長田拓　中田 
光俊　長妻清　長妻賢二　長妻美保子　長妻るり子　中西正義　中村美楠子　中村裕美子　中山純平　難波敬子　難波真美　西孝文　西川徹　錦織
忍　錦織斉子　錦織弘秀　西嶋一泰　西留太郎　新田泰山　新田文雄　野津久美子　野津寛延　野津典子　野中浩一　野々村謙輝　野々村耕平　野々村 
美紗子　野々村琉聖　橋本潤　長谷川和男　長谷川かづひこ　長谷川幸志　秦美幸　秦野歯科 /秦野真治　濵田誠士　濱田達雄　浜田宏勝　原達矢　 
原田憲一　原谷直樹　原田帆乃歌　原田美穂子　原田陽平　原知江美　原めぐみ　萬代真実　伴野誠　光プロジェクト（株）/杉村卓哉　（株）ヒトカラメディア 
檜谷邦茂　日野誠　平井朝江　平井孝　平井千夏　平井勉　平井佑佳　平元陽子　HIROE代表 /廣江昭夫　廣澤昇　深尾昌隆　深田淑子　深田昭夫 
深田誠　深田米子　福島清隆　福島光浩　福島勇樹　福田百合子　福間将　福間はるみ　福間正人　福間美博　藤井太希　藤井勤　藤井富美枝　藤井寛幸 
藤波匠　有限会社藤本米穀店 /藤本真由　藤原功　藤原和子　藤原邦弘　藤原拓登　藤原秀紀　藤原文雄　藤原昌之　藤原美幸　舩木海　布野直樹　 
宝楽陸寛　星野和志　（有）細貝組 /細貝義雄　細田和男　細田幸恵　程月晴樹　堀内勝子　堀内結子　堀江和平　堀江邦男　堀江研次　堀江 拓　堀江徹　
堀江智浩　堀江紀宏　堀江晴俊　毎熊浩一　前川順子　槇原明子　松井大介　松井英樹　松浦直江　松江館 /荒木孝治　松江シティFC（株）　松島博　松原 
俊博　松前光朋　松本惠子　松本悠　三浦圭太　三島輝昭　三浦奈々美　三木康裕　三島拓朗　水谷祐子　美園 /原薫　光野由里絵　三原栄子　三原修三 

（同）宮内舎　宮川勉　宮林佑多　宮本裕司　三好緯壽　（公財）みんなでつくる財団おかやま　村尾整優　村尾直子　村上健太　村上タカ　村上尚実　村上 
安世　村瀬真琴　村松治香　目次悟　（株）メデュアクト /流石学　毛利敬典　持田篤　森口朗　森田一平　森山修　森山忍　森山史朗　森山裕介　森脇
謙治　森脇守　森脇義弘　八重垣レディースクリニック /高尾成久　女鹿田 陽　八木康雄　安井修　安井光夫　安永佐和子　矢田明子　山尾一郎　山崎
彰則　山崎桂　山崎光彦　山崎萌衣　山田健一郎　山田将巳　山田泰久　山田雄介　山田良和　山根和幸　山根孝文　山根尚子　山根史子　山根美樹子　
山根佳枝　山元圭太　山本章平　山本英利　山本亮　由里宗之　横尾哲也　横木広幸　吉岡幸浩　吉岡恵梨　吉田真琴　米原塗装代表/米原豊　ライジング
サン英語学校　若槻美和　和かな寿司代表 /千原正　和田健太郎　渡部昭男　渡部奈美子　渡部初美　渡部靖雄　和中絵里　ワンズラフ /小田明　匿名 
希望70名の皆様

（五十音順　敬称略）
 
設立賛同募金箱設置ご協力店
阿用交流センター　雲南市役所　おたがいさま雲南　カフェオリゼ　カフェ蘭　木次総合センター　倉田カフェ　子育て支援センタークリオネ　ホテル
上代　みんなのお家

（五十音順　敬称略）

設立寄付・財団支援寄付付き商品のご寄付
Felice（フェリーチェ）

財団支援寄付者の皆様
岩佐由紀夫　小俣健三郎　小俣七子　拵友彦　下中隆嗣　杉原雅也　髙須賀千江子　高橋達朗　竹本浩　田中佑果　新田文雄　他匿名希望5名の皆様

（五十音順　敬称略）
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弊財団は皆様からのご寄付を元に運営させていただいております。
市内の資金をはじめとした資源循環、また、市外からの資源獲得のために必要な仕組みである
「うんなんコミュニティ財団」運営へのご支援ご協力を何卒よろしくお願いいたします。

ご寄付を募っています

発行元　公益財団法人うんなんコミュニティ財団
〒699-1332  島根県雲南市木次町木次36
TEL・FAX / 0854-47-7787
Mail / info@unnan-cf.org
Web / https://www.unnan-cf.org/

ご寄付の方法

この報告書はふるさと島根定住財団「地域づくり応援助成金」を活用させていただき制作しています。

ゆうちょ銀行振替口座でのご寄付

銀行振込でのご寄付

現金でのご寄付

クレジットカードでのご寄付
（VISA / Masterカードのみ）

口座記号番号 / 01340-5-111708
口座名 / 公益財団法人うんなんコミュニティ財団

雲南市木次町木次29番地まで、お持ちください。

右記QRコード先「シンカブル」から 
お願いいたします。※決済手数料

（5%+税）を除いた額が寄付されます。

山陰合同銀行　雲南支店　普通口座
口座番号 / 4502554
口座名 / 公益財団法人うんなんコミュニティ財団


