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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 153 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 5 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：50 名 

・アクティブとっとり登録団体数：169 団体 

NPO 法人認証・申請状況 

・認証されている団体：111 団体 → 県：280 団体（40%） 

・申 請 し て い る 団 体：0 団体  .→ 県：0 団体 

   

 

 

2016． 

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 

鳥取市ボランティア・市民活動センターからのお知らせ 

 

 

平成２８年度 鳥取市社会福祉協議会 

ボランティア活動基金助成事業申請団体募集中！ 

◆対象団体 

  １ 市内で活動するボランティア団体・グループ 

  ２ 市内で活動する非営利の団体（法人格を有する団体は除く、但しNPO 法人は申請可） 

  ３ 過去に助成を受けた団体について 

    申請は受け付けますが、幅広く団体へ助成したい観点から予算額を超える場合は新規での 

申請団体を優先する場合があります。前年度助成を受けた場合は申請不可とします。 

◆対象事業 

  １ ボランティア・市民活動の啓発普及事業 

  ２ ボランティア・市民活動についての研修・講座等開催事業 

  ３ ボランティア・市民活動に必要な機材整備事業 

◆助成金額 

   １団体につき 10 万円を限度（助成率 10/10） 総額 50万円 

◆応募期間 

  平成 28年 5 月 2 日（月）～ 6月 30日（木） 

◆問合せ先 

  鳥取市社会福祉協議会 地域福祉部 地域福祉課 

電話 0857-24-3180 FAX 0857-24-3215 http://www.tottoricity-syakyo.or.jp/ 

◆応募先 

  鳥取市社会福祉協議会各総合福祉センター及び鳥取市ボランティア・市民活動センター等へ 

 お申込みください。なお、申請内容等の相談も受け付けております。 
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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：6 月  3 日（金） 10：30～11：45  

 6 月  9 日（木） 14：00～15：15 

6 月 18 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：6 月 21日（火） 1 部 10：00～10：45 ／ 2 部 10：45～11：30 

6 月 27 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：6 月 7 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 

 ～NPO 法人設立までの流れを基礎から学びます！～ 

日時：6 月 22日（水）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 

 内容：・NPO と NPO 法人の概要について 

・設立認証の手続きについて 

    ・法人の管理運営、義務について など 

  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 など 

 

◆生活支援ボランティア交流会 in青谷 

 住民の“ちょっと困った”に応える支え愛のしくみを紹介します！ 

日時：6 月 27日（月）13：30～15：00  ※参加費無料 

 場所：青谷町老人福祉センター（鳥取市青谷町露谷 53-5） 

 内容：「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、興味関心のある方ならどなたでも参加できます。 

 定員：30名（要申込・先着順） 
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平成 28年度 トットリズム推進補助金 2次募集   〆切 6月 22日（水） 

主催：鳥取県元気づくり総本部元気づくり推進局参画協働課 電話 0857-26-7248  

 対象：地域づくりに意欲があり、県内に事務所又は活動拠点を有する NPO、ボランティア団体、 

    住民主体の実行委員会、自治会等の地域住民組織、企業 

 対象事業：○伝統・文化の保存や活用を図る事業  ○自然環境や景観保全を図る事業 

      ○地域資源を活かしたまちづくりを図る事業  ○安心・安全な地域づくりを図る事業 

      ○福祉・健康づくりを促進する事業  ○観光・地域間交流を促進する事業 など 

 金額：スタートアップ型 

    ・スタート支援型・・・10万円（補助率 10/10） 

    ・継続支援型・・・10 万円（補助率 3/4） 

    ・ステップアップ支援・・・30 万円（補助率 3/4） 

 

 

 

家族介護者の集い“スマイル・スマイル”定例会 

日時：6 月 15日（水） 10：00～15：00 ※会費 200 円と 1,500 円（陶芸代） 

場所：鳥取砂丘こどもの国（現地集合）交通手段の相談にのります。 

内容：陶芸（鳥取砂丘こどもの国） 

対象：介護に関わるご家族、介護に関心のある方 等 

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課〔事務局〕電話 0857-20-3449 

 

とっとり自死遺族自助グループ“コスモスの会”分かち合いの会 

日時：6 月 11日（土） 13：30～16：00 ※参加費 200円（茶菓代） 

 場所：さざんか会館 2 階 教養娯楽室（鳥取市富安二丁目 104-2）  

 内容：自死により大切な家族を亡くした人が遺族同士で想いを分かち合う 

 参加できる方：自死により大切な家族を亡くされた方 

 主催・問合せ先：とっとり自死遺族自助グループ“コスモスの会”〔厨子〕携帯 090-3172-2111 

 

困り感を抱える子を支援する親の会/らっきょうの花  6月定例会 

 日時：6月 20 日（月）19：00～20：45 

 場所：さわやか会館 3 階（鳥取市富安二丁目 96） 

 テーマ：「鳥取県における発達障がい支援施策について」 

 講師：中林 康与先生（県子ども発達支援課） 

 参加費：500 円（非会員のみ） 

 主催・問合せ先：困り感を抱える子を支援する親の会/らっきょうの花〔齊藤〕携帯 090-6832-8108 

●古切手   栗田 輝子 さま（鳥取市若葉台） 

  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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【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～ 今年のＧＷは何をして過ごされましたか。１０連休という方もあったみたいですね。私はカレンダー

通りのお休みでしたので、近場のイベントや行楽地に行き楽しみました。人も少なく良かったのが、山

麓にある公園へのピクニック。おにぎりと少々のおかずだけでも、自然の中で食べると何であんなにお

いしいのでしょうね。その後は、子どもと芝生で追いかけっこや縄跳びをして遊びました。真っ蒼な空、

鮮やかな新緑、さわやかな風、おいしい空気に癒されました。（Ｔ．Ｋ） 

 

 

介護で疲れた人 

笑顔をとりもどしたい人

みんな集まりましょう。 

～鳥取市介護支援ボランティア制度をご紹介します～ 

この制度は、高齢者のみなさんが、ボランティア活動を通じて地域貢献や社会参加をすることで、

より元気になることを目的としています。対象となる方は、65 歳以上の要介護・要支援認定を受け

ていない方です。登録及び交付金申請の受付けは鳥取市ボランティア・市民活動センター（以下「セ

ンター」）及び各分室（各町総合福祉センター内）で行っています。 

センター及び各分室にて

介護支援ボランティア登録

手続きを行い、介護支援ボ

ランティア手帳（以下「手

帳」）を受け取ります。 

※登録は随時受付してい

ます。 

受入施設一覧から希望の

施設を選び、施設担当者と

相談後、活動を始めます。 

活動日に手帳を持参し、

活動時間に応じてスタンプ

を押してもらいます。 

（１日最高２スタンプまで） 

スタンプを集めると翌年

度に交付金との交換を申請

できます。 

申請できるのは 10～50

ポイントまでで、一年間で

最高 5,000 円の交付金を

受取ることができます。 

①レクリエーション等の参加支援又は補助 

②施設の催事に関するお手伝い 

（会場設営、利用者の移動補助、芸能披露など） 

③散歩、外出、屋内移動の補助 

④話し相手・傾聴 

⑤お茶出し、食堂内での配膳・下膳等の補助 

⑥施設職員とともに行う軽微かつ補助的な作業 

 （清掃・草刈の補助、洗濯物の整理等） 

現在介護支援ボランティアの受入施設

は 81 施設あり、135名の方が登録され

ています。月 1 回活動される方、週に 3

回活動される方等様々で、ご自身のペー

スに合わせて活動されています。 

 生きがい・健康づくりにボランティア

活動をはじめてみませんか？ 

  

～編集後記～ 


