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12 月 4日（日）に「2011 市民活動フェスタ in とっとり」を開催しました！ 

今年は 33 団体の市民活動団体に参加いただき、ステージ発表、活動紹介、活動体験、販売コーナーを通

して広く市民活動に触れていただける機会を持つことができました。 

 

2016． 

 屋外テントでは、きのこ汁、焼き芋、非常用炊飯の無

料配布が行われ大盛況でした！ 

 1 階・5 階では販売ブースや、活動紹介コーナーを通

じ、来場者に活動内容を PR する場となりました。来場

者からは「こんな活動があるなんて知らなかった」など

新たに活動を知っていただける機会となったようでし

た。 

2 階・3 階・5 階・高齢者福祉センター

体育館では体験交流が行われ、体験しな

がら活動を知ることができるとあって子

どもから大人まで楽しそうに体験をされ

ていました。 

5 階ステージでは、じゃんけ

ん大会も開催され、 

鳥取市ボランティア・市民活動センターからのお知らせ 

 

 

明けまして おめでとうございます 

  
 

明けましておめでとうございます。 

『はじめ良ければ終わり良し』と言いますが、年明けのように今年一年が皆様にとって穏やかですば

らしい年になりますようお祈りいたします。 

今年もより一層ボランティア・市民活動の推進のためスタッフ一同頑張っていく所存ですので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

鳥取市ボランティア・市民活動センター スタッフ一同 

 

今年も新しい出会いや情報交換の場として、“わいわい交流会”を開催します。 

今回は交流の他、新たな資金調達のしくみとして注目されているクラウドファンディングについて、

「FAAVO（ファーボ）鳥取」の地域オーナーである鳥取市の担当者からお話を伺います。皆様のご

参加お待ちしております。 

ボランティア・NPO交流サロンとりぼらカフェ 

日時：2 月27 日（土）1２：00～14：30 

               ※受付 11：30～ 

場所：湖山池情報プラザ（鳥取市高住 754-17） 

                 ※湖山池青島桟橋袂 管理棟 

対象：市民活動拠点アクティブとっとり登録団体、 

ボランティア・NPO 関係者、市民活動に興 

味のある方など 

参加費：700円（弁当代）※当日集金します。 

定員：40 名（要申込／先着順） 

※15 名以下の場合は開催いたしません。 

申込締切：２月 19日（金）まで 

 

内容 

会食形式の交流会です。食べながら、聞きな

がら、話しながら“わいわい”と交流しまし

ょう！ 

■昼食を食べながら自己紹介・交流 

■「クラウドファンディング（インターネットによる

資金調達）の紹介」 

【ゲスト】 

FAAVO（ファーボ）鳥取 地域オーナー 

鳥取市経済観光部 経済・雇用戦略課 職員 

■フリートーク（情報交換、名刺交換など） 

  

 

 

 

 

申込先：鳥取市ボランティア・市民活動センター 電話 0857-29-2228 FAX0857-29-2338 
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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：2 月  3 日（水） 14：00～15：15 ／ 2 月 9 日（火） 10：30～11：45 

2 月 20 日（土） 14：00～15：15  

 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：2 月 23日（火） 1 部 18：30～19：15 ／ 2 部 19：15～20：00 

2 月 25 日（木） 1 部 10：00～10：45 ／ 2 部 10：45～11：30 

※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：2 月 15日（月） 1 部 10：00～10：45 ／ 2 部 10：45～11：30 

※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 

 

◆はじめてみませんか？～ボランティア入門講座～in河原 

日時：2 月 5日（金） 13：30～14：45 ※参加費無料 

場所：河原町老人福祉センター（鳥取市河原町渡一木 277-1） 

対象：ボランティア・市民活動に興味・関心のある方 

 

◆かんたんなレクリエーション講座 in鹿野 

 かんたんですぐに利用できるレクリエーションを楽しみながら学ぶ講座です！ 

日時：2 月 8日（月） 10：00～11：30  ※定員 30 名・要申込・参加費無料 

 場所：鹿野町老人福祉センター（鳥取市鹿野町今市 651-1） 

 講師：レクリエーションインストラクター 猪迫 由美 氏（鳥取市レクリエーション協会） 

 対象：レクリエーションを様々な地域活動やボランティア活動に活用したい方 

 

 鳥取市のボランティア・市民活動状況【2016 年 1 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：111 団体 → 県：274 団体（41%） 

・申 請 し て い る 団 体：0 団体  .→ 県：5 団体 

   

 



3 

 

第 17回 社会貢献基金助成   〆切 2月末日 

主催：一般社団法人 全日本冠婚葬祭互助協会 電話 03-3596-0061 

対象事業：①研究助成事業  ②高齢者福祉事業  ③障害者福祉事業  ④児童福祉事業 

     ⑤環境・文化財保全事業  ⑥国際協力・交流事業 

 対象：非営利組織又は大学、研究機関 

 金額：1件当たりの助成額上限は 200 万円（研究助成は上限 100万円） 

 

 

「小さき声のカノン」上映会 

福島－チェルノブイリ 国境を越えて「被ばく」から子どもを守る母たちのドキュメンタリー 

日時・場所：○松崎 5区公民館（鳥取県東伯郡湯梨浜町松崎）  

2 月 7 日（日）10：00～12：10   

       ○パレットとっとり市民交流ホール（鳥取市弥生町） 

        2 月 7 日（日）14：30～16：40 「小さき声のカノン」上映 

                17：00～18：00 トーク「保養って何？～鳥取からの報告」 

                    18：30～20：40  「小さき声のカノン」上映 

 入場料：前売り券 1,000 円 当日券 1,200円（ともに税込。1 つの券で 1 回の上映会に参加可） 

     ※松崎 5 区の方は無料でご覧になれます。 

 問合せ先：えねみら・とっとり（エネルギーの未来を考える会）〔山中〕携帯 080-6173-1318 

 

手話漫才ぷ～＆み～がやってくる！ 

 岡山県出身ろう者と聴者のコンビが笑いを起こすデフパフォーマー！笑いで「聞こえる」「聞こえない」

をつなぎます！ 

日時：2 月 11日（木・祝）10：00～12：00（開場 9：30～） 

 場所：さざんか会館 5 階 大会議室（鳥取市富安二丁目 104-2） 

入場料：前売り券 300円 当日券 400 円 

 問合せ先：「お近くの手話サークル」又は「手話漫才ぷ～＆み～公演会実行委員会事務局」 

      〔事務局〕携帯 080-1945-9219 

 

自主上映会「トークバック」 

 どん底を生き抜いた女性たちが演劇を通して変容を遂げていくドキュメンタリー映画 

日時：2 月 27日（土）14：00～17：00 

 場所：鳥取県立博物館講堂 

 ゲスト：坂上香監督＆マーシー（田代まさし氏） 

 入場料：前売り券 1,200 円（当日券 1,500円） 

 主催・問合せ先：とっとり社会派シネマクラブ〔カワグチ〕携帯 090-2297-1962 

～収集ボランティアのお礼～ 

 
●古切手  田中 平志郎 さま（鳥取市気高町） 

                       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～ 

 

年末から風邪を引き今年も寝正月となりました。毎年、箱根駅伝を楽しみに見ますが、今年は独走態勢

の展開。他に面白い番組がないかチャンネルを変えていると、日本百名山一筆書きと称し、人力で制覇す

るという番組を発見。南から北へと巡るルートで時にはカヌーで海を渡るという過酷なチャレンジ。トラ

ブルを乗り越え人の温かさに触れながら旅が進んでいくというものでハマってしまいました。紹介された

百名山の内、私の制覇した山は、たったの三山（大山、富士山、剣山）。時間とお金があればすべて人力

とはいきませんが、何年かかけて制覇してみたいものです。（T．K） 

 

 

 

 

 

～編集後記～ 

◇◆活動団体紹介◆◇ 

災害支援ボランティアグループ“コスモス” 

私達は2011年3月に発生した東日本大震災にあたって、鳥取県社会福祉協議会が派遣した復旧復

興支援ボランティアに参加した者達で、このグループを設立しました。 

 被災された方々に寄り添い、想いを馳せながら支援活動を行っています。 

 

 

 

 支援活動にお邪魔した石巻市で、被災商店主の方々と交流が

生まれました。商店主の方々が、復旧復興資金調達を目的に、

「石巻ＺＥＮＫＡＩ商店街」と名付けて、Ｔシャツ、バッグ、

タオル、ブルゾン、サバの缶詰等を販売されていることを知り

ました。それらの商品を鳥取に取り寄せ、災害、防災、人権等

に関わるイベント会場で販売ブースを開設し、商品購入で被災

地支援に協力頂いた方々からの売上金の全額を、「石巻ＺＥＮＫ

ＡＩ商店街」へ送金して参りました。被災地から離れた鳥取に

おいて、僅かなことでもお役に立てればと、被災地の早期の復

興を願い、被災された方々に想いを馳せ、折角頂いた縁を大切

にしながら活動しています。 

 

 

 

 

○災害現地での復旧復興支援活動 

（宮城県石巻市牡鹿半島、山口県萩市、茨城県常総市等） 

○被災地の復旧復興を支援するための、地元鳥取における物品販売 

（石巻ＺＥＮＫＡＩ商店街取扱商品を取寄せ、販売）  

○東日本大震災復旧復興ドキュメンタリーＤＶＤの上映会の企画 

（“Pray for Japan 心を一つに”を鳥取市内６会場で実施） 

○他の災害支援団体の活動に参加協力 

（災害支援ネットワーク NPO かけはし主催の青い鯉のぼりプロジェクト、船岡農場主催の石巻市

渡波仮設住宅餅つきプロジェクトに参加） 

「石巻 ZENKAI商店街」 

との関わり 

今までの活動 


