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トリボラ通信 

鳥取市ボランティア・市民活動センター情報紙 

（毎月 15 日発行） 

第 148 号 

ホームページ http://www.tottoricity-syakyo.or.jp/tvc/ 

 

鳥取市のボランティア・市民活動状況【2015 年 12 月１日現在】 

 鳥取市ボランティア・市民活動センター・登録状況 

・イベント・イベント託児ボランティア登録者数：48 名 

・アクティブとっとり登録団体数：173 団体 

NPO 法人認証・申請状況 

・認証されている団体：110 団体 → 県：271 団体（41%） 

・申 請 し て い る 団 体：1 団体  .→ 県：5 団体 

   

 

 

2015． 

鳥取市ボランティア・市民活動センターからのお知らせ 

 

秋の助成金合同説明会 

＆個別相談会 

日時：9 月 21 日（日）  

13：00～17：30 

場所：県民ふれあい会館 大研修室 

（鳥取市扇町 21） 

講師：山田 泰久氏（日本財団、 

NPO 法人 CANPAN センター常務理事） 

対象：ボランティア・地域づくり団体、NPO 等の 

皆様、又は助成金制度に関心のある方 

内容： 

・「助成金活用＆情報開示のためのセミナー」 

・助成団体より説明 

 鳥取県社会福祉協議会、中国労働金庫、 

 鳥取市ボランティア・市民活動センター他 

・「助成金情報及び活用について」 

・個別相談 

「２０１５市民活動フェスタ inとっとり」開催しました！ 

今年は、天候にも恵まれ市内で活動する 33 の市民

活動団体が大集合し、過去最多の約 800 名の来場者

で賑わいました。 

リトルバードによるゴスペルライブで幕を開け、参

加団体からユニークな出展ブースの紹介の後に、各階

で様々な活動体験やふれあい交流、相談、販売、活動

紹介が行われました。屋外では、７種類のきのこが入

った『七福蕈鍋』や『焼いも』の無料提供があり、行

列ができるほどの大盛況となりました。来場者からは

「いろんな活動を知ることができた」「子どもと一緒に

楽しめた」などの声が聞かれ、ボランティア、市民活

動に触れていただける機会になりました。 

また、参加団体同士の充実した交流も行われ、今フ

ェスタを通じて、団体相互がつながり、協働すること

で市民活動が更に活性化することを期待します。 
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◆はじめてみませんか？～ボランティア入門講座～ 

日時：1 月 6 日（水） 10：30～11：45 ／ 1 月 14 日（木） 14：00～15：15 

1 月 19 日（火） 19：00～20：15  

 場所：さざんか会館 2 階（鳥取市富安二丁目 104-2） 市民活動拠点アクティブとっとり会議室 

内容：・ボランティアやＮＰＯに関する基本的な説明  ・ボランティアの始め方や心構え 

    ・活動受け入れ先、活動団体、グループ、ＮＰＯ法人等の紹介と活動に関する相談など 

 

◆市民活動団体のための助成金相談会 

日時：1 月 22日（金） 1 部 13：30～14：15 ／ 2 部 14：15～15：00 

1 月 25 日（月） 1 部 18：30～19：15 ／ 2 部 19：15～20：00 

※相談会は完全予約制です。必ず事前にお申込みください。 

 場所：さざんか会館 2 階（鳥取市富安二丁目 104-2） 市民活動拠点アクティブとっとり会議室 

内容：助成金の探し方、申請の方法等。当センター発行の『助成金情報誌』の説明。 

 

◆NPOなんでも相談会 

～団体の立上げ、組織運営、協働事業についてなど NPO に関わるご相談・疑問にお応えします～ 

日時：1 月 27日（水） 1 部 13：30～14：15 ／ 2 部 14：15～15：00 

※相談会は完全予約制です。必ず事前にお申込みください。 

場所：さざんか会館 2階（鳥取市富安二丁目 104-2） 市民活動拠点アクティブとっとり会議室 

  対象：市民活動を行っている個人・団体、または市民活動に関心がある方 

 

◆生活支援ボランティア交流会 in国府 

 日時：1月 19 日（火） 13：30～15：00 ※参加費無料・要申込 

 場所：国府町老人福祉センター（鳥取市国府町麻生 4-2） 

 テーマ：「困ったときのお助け隊！! 住民の生活を支える地域登録ボランティアの取組み」 

 ゲスト：用瀬町 SOS隊 事務局 金谷 達美 氏 

 対象：地域の福祉関係者、興味関心のある方 

とりぎん青い鳥基金  〆切 1月 29日（金） 

問合せ先：株式会社 鳥取銀行本支店 

 対象：鳥取県内に住所を有し、かつ鳥取県内で芸術、文化、体育等の分野における社会教育活動を行

う青少年団体、又は鳥取県の地域文化、芸術文化の振興に寄与する団体 

 金額：1団体 50 万円以内 

            ◆年末年始のお休みについて◆ 

 センター及びセンターが管理運営を行う市民活動拠点アクティブとっとりは、年末年始の期間 

お休みさせていただきます。さざんか会館が休館となりますので、ご注意ください。 

◆休館日  2015 年 1２月 29 日（火）～2016 年 1 月 3 日（日） 
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家族介護者の集い“スマイル・スマイル”定例会 

日時：1 月 13日（水）10：00～12：00 ※会費 200 円 

場所：さざんか会館 集会室（鳥取市富安二丁目 104-2） 

内容：リラックス体操 

対象：介護に関わるご家族、介護に関心のある方等 

主催・問合せ先：家族介護者の集い“スマイル・スマイル”〔谷口〕電話 0857-22-5966 

         鳥取市役所高齢社会課 地域包括ケア推進室〔事務局〕電話 0857-20-3453 

 

第 17回 キラキラ☆コンサート 

日時：1 月 24日（日） 13：30 開場 14：00 開演 

 場所：鳥取市文化ホール 

 入場料：一般 500円 高校生以下無料 

 曲目：第二組曲、スター・ウォーズ、コンサートセレクション、しゃんしゃんしゃんぐりら ほか 

  ゲスト：emi（鳥取市を中心に演奏活動） 我龍天晴（しゃんしゃん傘踊り） 

 主催・問合せ先：キラキラ☆楽団 E-mail：kirakiragakudann1999@yahoo.co.jp 

 

ドキュメンタリー映画 「もったいない！」 上映会 

驚愕のドキュメンタリー 世界的な食料廃棄の信じがたい真実 食べ物の半分は食卓に乗らずに捨て

られている!? 

日時：1 月 31日（日） ①10：30～  ②14：00～ 

 場所：鳥取県立博物館 

 料金：一般・前売 1,000 円（当日 1,300円） 小中高・前売 500円（当日 800円） 

 主催・問合せ先：鳥取コミュニティシネマ 携帯 080-8907-9293 

 

❄雪かき隊ボランティア募集❄ 

鳥取市ボランティア・市民活動センター国府町分室では、国府地区在住のひとり暮らし 

高齢者世帯、高齢者夫婦世帯を対象に除雪等のボランティアによる支援を実施します。 

 一緒に活動してくださる方を募集しています！体力に自信のある方ぜひご登録ください。 

○活動内容：屋根の雪下ろし、幹線道路までの除雪等 

○活動日時：平日、土・日、祝祭日いずれも状況により実施します。（一日あたり 2時間程度） 

※活動日は、事前に調整し、2 日前までに本人へ連絡致します。 

○参加範囲：年齢、性別等は特に問いませんが、体力に自信のある方 

○その他：①安心して活動して頂くために、鳥取市社会奉仕活動等補償制度に加入します。（無料） 

     ②スコップ、スノーダンプ、防寒着等は各自にて準備をお願いします。 

○問合せ先：鳥取市ボランティア・市民活動センター国府町分室 電話 0857-22-1880 

～収集ボランティアのお礼～ 

 ●古切手  若葉台地区社会福祉協議会 さま 

                      ご協力ありがとうございました。 
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【発行・編集・お問い合わせ先】 

鳥取市ボランティア・市民活動センター（鳥取市富安二丁目 104-2  さざんか会館 2 階） 

電話：0857-29-2228  FAX：0857-29-2338 E メール：tvc@tottoricity-syakyo.or.jp  

http://www.tottoricity-syakyo.or.jp/tvc/ 

～編集後記～ 

今年で６回目を迎えた「市民活動フェスタ in とっとり」。天気予報では午後から雨でしたが、天候も

何とかもち多数のご来場をいただき無事に終了することができました。どの会場も賑わっており、沢山

の笑顔を見ることができました。開催にあたりご尽力いただいた実行委員、スタッフ、ボランティア、

参加団体の皆さん、そしてご来場いただいた市民の皆さん、更には景品提供いただいた協賛企業様、本

当にありがとうございました。（Ｔ．Ｋ） 

 

 

 

 

ステージ発表では、日常生活の一場面を取り上げた手話劇を通して聴覚障がいへの理解を呼び掛けました。 

 

多くの方にシールラリーに参加いただき楽しみながら様々な団体と交流いただけたようです。 

★当センターブログでフェスタの様子を紹介しております。ぜひご覧ください。http://blog.canpan.info/tvc/ 

地域の特産品、珈琲やぜんざい、お菓子の販売もあり賑わいました。 

～11 月 28 日（土）に開催された市民活動フェスタ in とっとりの様子を写真でご紹介します～ 

点訳・音訳、木のおもちゃ、お手玉、AED、針金教室等の体験には子どもから大人まで参加いただきました。 

地域の特産品、野菜、ぜんざい、珈琲、海外のお菓子、雑貨などの販売もあり多くの方で賑わいました。 

～編集後記～ 


