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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 150 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【2016 年 2 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：49 名 

・アクティブとっとり登録団体数：176 団体 

NPO 法人認証・申請状況 

・認証されている団体：111 団体 → 県：275 団体（40%） 

・申 請 し て い る 団 体：0 団体  .→ 県：5 団体 

   

 

 

2016． 

NEWS!! 

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 

地域づくりに関するトークセッションや活動団体のブース展示、各種アトラクション等を通じて地

域づくりに取り組んでいる方の交流を深めたり、地域に暮らすみなさんに地域づくりの楽しさを知

っていただく催しが米子市で開催されます。入場は無料です。ぜひご参加ください。 

鳥取力創造まつりがバージョンアップ！「とっとり元気フェス 2016」 
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16:30 
 
※16:45～18:15 交流会あり 参加無料！ 

場所 レストラン ル・ポルト 

鳥取荒神神楽研究会「恵比寿大黒の寿福舞」 

 活動 PRブース、飲食ブース 

（16:30まで） 

エルルこども学園 ちびっこダンス 

南部町のうたうたい 森田さやか 

ハニーブランチ鳥取（地元アイドルグループ） 

 

■「ここが変だよ鳥取県！」 

パネリストにみょーちゃんさん他を迎え、

県内外から見た鳥取県について議論しなが

ら、 鳥取県の魅力を再発見していく参加型

イベントです。 

■分科会１ 「やってみたくなる社会貢献」

～とっとり県民活動活性化センターの取り   

組みより～ 

■分科会２ 「これからの自治会活動」 

～若者の参画を促し、活かす地域の仕組み 

づくり～ 

日時：3 月 27 日（日）9:45～16:30  

場所：米子コンベンションセンター 

（米子市末広町 294） 

問合せ先：鳥取力創造まつり実行委員会事務局 

     電話 0858-24-6460  

FAX0858-24-6470 

 鳥取力創造運動活動表彰（13:30まで） 

●スケジュール 

 ■ここが変だよ鳥取県！ 
（13:35～15:05） 

■分科会１・2（15:10～16:30） 
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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：3 月 1 日（火） 19：00～20：15 ／ 3 月 9 日（水） 14：00～15：15 

3 月 18 日（金） 10：30～11：45  

 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：3 月 22日（火） 1 部 18：30～19：15 ／ 2 部 19：15～20：00 

3 月 30 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 

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：3 月 8日（火） 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 

  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 

 

◆NPO 法人設立アドバイス講座 

日時：3 月 17日（木）13：30～15：00 ※参加費無料・要申込 

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） 

 講師：鳥取県元気づくり総本部元気づくり推進局 参画協働課 課長補佐 澤 雅子 氏 

 対象：NPO 法人設立を考えている方、NPO 法人に興味・関心のある方 等 

 

 

第 28回 地域福祉を支援する「わかば基金」  〆切 3月 31日（木）  

主催：社会福祉法人 NHK 厚生文化事業団 電話 03-3476-5955 

対象事業・金額：・支援金部門 1グループにつき上限 100 万円 

・リサイクルパソコン部門 1 グループにつき 3 台まで 

        ・東日本大震災復興支援部門 1 グループにつき上限 100 万円 

対象：地域に根ざした福祉活動を展開しているグループ、NPO 法人 

●古切手   若葉台地区社会福祉協議会 さま、 田中 美雪さま（鳥取市気高町） 

●古切手・使用済みテレホンカード  濵辺 清 さま（鳥取市気高町）   

ご協力ありがとうございました。 

 

～収集ボランティアのお礼～ 
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鳥取おやこ劇場高学年例会 インドネシア風伝統的影絵芝居 「金魚地蔵」 

日時：3 月 5日（土） 18：30 開演（18：15 開場） 

 場所：とりぎん文化会館 リハーサル室 

 料金：入会金 500円 月会費 1,100円（４才以上、初回２ヶ月分納入） 当日券 2,700 円 

 主催・問合せ先：鳥取おやこ劇場〔事務局〕電話 0857-24-6680 携帯 070-5050-0850 

 

鳥取おやこ劇場低学年向け例会 「おふろだいすき」 

日時：3 月 12日（土） 11：00 開演（10：45 開場） 

 場所：とりぎん文化会館 リハーサル室 

 料金：入会金 500円 月会費 1,100円（４才以上、初回２ヶ月分納入） 

当日券 2,700 円（4 才以上）※4才未満のお子様はチケット不要。お膝で鑑賞できます。 

 主催・問合せ先：鳥取おやこ劇場〔事務局〕電話 0857-24-6680 携帯 070-5050-0850 

 

家族介護者の集い“スマイル・スマイル”定例会 

日時：3 月 16日（水） 10：00～12：00 ※会費 200 円 

場所：さざんか会館 1階 第 1 会議室（鳥取市富安二丁目 104-2） 

内容：「認知症における施策の現状と今後」高齢社会課職員 

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 

 

鳥取大学 SAKAE401シアター 「くじらのまち」 

 日時：3月 26 日（土） 14：00～ ※入場料 500 円（当日券のみ） 

 場所：SAKAE401（鳥取大学サテライトキャンパス 鳥取市栄町本通りビル 3 階） 

 【おまけ】横浜発・連続ショートフィルム「Life works・笑顔」 

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

平成 28 年度「団体専用ロッカー」の利用団体を募集します！ 

市民活動団体の備品保管場所としてご利用出来ます。 ※無料ですが団体登録が必要です。 

★利用期間：平成 28年 4 月 1 日（金）～平成 29 年 3 月 31日（金）（年度更新） 

★設置場所：さざんか会館 2 階 市民活動拠点アクティブとっとり活動スペース内及び交流ロビー 

★数と大きさ ：・特大ロッカー ･･･ 5 台（高さ 208cm×横幅 89cm×奥行 45cm） 

・大ロッカー① ･･･ 16 台（高さ 112cm×横幅 90cm×奥行 40cm） 

・大ロッカー② ･･･ 3台（高さ 121cm×横幅 80cm×奥行 40cm） 

・中ロッカー ･･･ 6 台（高さ 88cm×横幅 88cm×奥行 40cm） 

・小ロッカー ･･･ 15台（高さ 73cm×横幅 90cm×奥行 40cm） 

★申込締切：3 月 1４日（月） ※申込多数の場合は 3 月 24 日(木)19：00 から抽選を行います。 

★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  

Email：tvc@tottoricity-syakyo.or.jp 

※団体専用ロッカー利用申請書にてお申込みください。 

    （※E メールでお申込みの場合はセンターからの返信を必ず
．．

確認してください。） 

mailto:tvc@tottoricity-syakyo.or.jp
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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～ 

私たちは、発達障がいの特性を持つお子様とその家族を支援する団体です。 

心理士、保育士、先輩保護者を中心に、専門性を持つ多職種のスタッフで構成し、身近で気軽に相談

できる専門機関として活動しています。子どもたちが社会の中でその持ち味を発揮していきいきと生

活でき、また、家族が安心して子育てができるようにと願い、さまざまな活動を展開しています。 

 

 

◇◆活動団体紹介◆◇ 

特定非営利活動法人 つぼみ畑 

●連絡先 

NPO 法人 つぼみ畑 代表 足立陽子  

〒680-0008 鳥取県鳥取市山城町 5－13 

E-mai tsubomi_batake@yahoo.co.jp  

ブログ http://ameblo/tsubomibatake 

 

 

子育て支援 

（１）相談･･･子育ての悩みや自分自身のことを丁寧にき

き合う場です。 

 

 

 

 

 

 

（２）学ぶ･･･困り感を減らして暮らせるような子育ての 

工夫やコツを具体的に学び合います。 

 

 

 

 

 

             

 

（３）遊ぶ･･･自然の中で遊ぶことのおもしろさや難しさ
を味わいます。 

 

 

 

 

 

★児童発達支援事業（未就学のお子さま） 

★放課後等デイサービス（小、中学生） 
※児童福祉法による指定を受けて実施します。 

 

支援者の学び合い 

○子育て､教育のみならず､人と関わり支援を

行うすべての人たちと学び合う場 

○気づきや発見を応援します。 

お子さまへの発達支援 

○療育の場･･･小集団または個別でのコミュニ 

ケーション、社会性、学習支援 

○安心して過ごせる余暇の場 

「ホッと安心」を 

届けます♪ 

～つぼみ畑の活動をご支援ください！～ 

会の趣旨に賛同し寄付してくださるバック 

アップメンバーを募集中です。 

1,000 円未満でもご寄付いただけます。 

 

ボランティアのきっかけづくりとして、当センターが毎月開催している「はじめてみませんか？ボラ

ンティア入門講座」では、ボランティアの基本的知識や心構え、具体的なボランティア活動の情報をお

伝えしています。開催にあたっては、平日の日中や夜間、土曜日など皆さんが参加しやすい時間帯・曜

日を設けています。「自分にもできるのかな？」「どんな活動があるのかな？」とお考えの皆さん、まず

は、入門講座にご参加ください。この春ボランティアデビューしませんか？（T．K） 

 

 

内容：少人数のお話の場  開催：月 3～4 回程度 

対象：保護者様  費用：500 円（お茶､お菓子代） 

 

内容：心理士による個別相談 対象：保護者様 

費用：1 時間 2,000 円 

 

★茶畑 ≪要予約≫ 

★だんだん畑 ≪要予約≫ 

 

★おとな勉強会 ≪要予約≫ 

 内容：サポートブック勉強会  

開催：11 月～2 月（月 1 回×5回シリーズ） 

費用：1 回 500 円（資料代含む） 

 

★つぼみ大冒険 ≪要予約≫ 

 内容：アウトドア ～親子で体を動かして遊びます～ 

開催：10 月頃、2月頃   場所：若桜町 

対象：親子（5組程度）  費用：未定 

★つぼみワークス  ≪要予約≫ 

 内容：少人数での参加型の研修会 

開催：年数回程度  対象：支援者 

費用：500 円程度 

 
H28 年 4 月より開始 


