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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 156 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 8 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：56 名 

・アクティブとっとり登録団体数：175 団体 

NPO 法人認証・申請状況 

・認証されている団体：110 団体 → 県：279 団体（39%） 

・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 

 

 

ボランティア・NPO 交流サロン「とりぼらカフェ」 

 いつ起こるかわからない災害に備えて 

センターでは、毎回テーマを決め様々な課題、問題に対してボランティア・NPO、関係機関、市

民が気軽に情報交換のできる場として、ボランティア・NPO 交流サロン「とりぼらカフェ」を開催

しています。 

今回は、要支援者の防災をテーマに開催。20名ぐらいの参加を予定していましたが、皆さん関心

のあるテーマであったためか 25 名と沢山の参加がありました。市民活動団体、当事者（ろう者）、

自主防災会の 3 名のゲストから日頃の取組についてお話を伺った後、グループに分かれてワークシ

ョップを行いました。災害に対する日頃の備えや発災時について、現状と課題、解決策、それぞれ

で何ができるのかを話し合いました。「自助があっての共助・公助」「日頃からのつながりが必要」

「当事者（要支援者）も積極的に地域と関わりを!!」など様々な意見があがりました。 

いつ起こるかわからない災害に備えて、各自が身近な問題として考える良い機会となったのでは

ないでしょうか。 
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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：9 月  5 日（月） 19：00～20：15 ／ 9 月 8 日（木） 14：00～15：15 

9 月 13 日（火） 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：9 月 21日（水） 1 部 18：30～19：15 ／ 2 部 19：15～20：00 

9 月 29 日（木） 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：9 月 12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 

  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 

 

◆かんたんなレクリエーション講座 

 ～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：9 月 28日（水） 13：30～15：00 

 場所：鳥取市障害者福祉センターさわやか会館３階 多目的室（鳥取市富安二丁目 96） 

 講師：福祉レクリエーションワーカー 中嶋 久美子 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 

 

◆2016市民活動フェスタ in とっとり参加団体募集！◆ 

   「2016市民活動フェスタ in とっとり」を一緒に盛り上げてくださる団体を募集します！ 

みなさまのご参加お待ちしております。 

  ●開催日時：11 月 23 日（水・祝）12：30～16：00  

  ●募集対象：市民活動拠点アクティブとっとり登録団体及び鳥取市内で活動するボランティア・ 

市民活動団体（ただし、団体登録が必要） 

  ●募集締切：9 月 7 日（水） 

  ●募集団体数：35団体程度 

（○活動紹介展示・販売ブース 16団体程度、○体験交流ブース 10団体程度、 

○飲食販売ブース 4 団体程度、○ミニステージ発表他 5団体程度） 

  ●申込・問合せ先：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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平成 28年度 トットリズム推進補助金 3次募集   〆切 9月 23日（金） 

 問合せ先：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：・スタート支援…10 万円（補助率 10／10） 

   ・継続支援…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）  

 

 

食育セミナー「元気になる食事法」 

日時・場所：第１回 ８月２８日（日） 13：30～15：30  

      さざんか会館 3 階 ボランティア室（鳥取市富安二丁目 104-2） 

      第 2回 10 月 2 日（日） 10：00～13：30 

      さざんか会館 3 階 栄養指導実習室（鳥取市富安二丁目 104-2） 

対象：健康に関心のある方（2 回受講できる方） 

定員：15 名（申込順） 準備がありますのでお早めにお申込みください。 

会費：200 円と実費（食費） 

 主催・問合せ先：おむすびの会〔坂上〕携帯 090-4145-8650 

 

家族介護者の集い“スマイル・スマイル”定例会 

日時：9 月 14日（水） 10：00～12：00  ※会費 200 円 

場所：鳥取市役所駅南庁舎地下 1 階 第 1会議室 

内容：懇談会（自分の知らないサービスがあるかも） 

対象：介護に関わるご家族、介護に関心をお持ちの方など 

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 

 

長編アニメーション映画「父を探して」上映会 

 日時：9月 22 日（木・祝） 14：00～ 

 場所：とりぎん文化会館 小ホール 

 入場料：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 

●古切手   栗田 輝子 さま（鳥取市若葉台） 

      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。 

 

～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～ 

 山か海かと言われれば、私は山派です。今年から新たに祝日になった山の日（８月１１日）。もともと

この辺りは盆休みと言われる方もあるかもしれませんが、カレンダー通りの休みの私には、うれしい祝

日です。猛暑が続いていますので、涼を求めて森林浴もよし、最近流行りのシャワークライミングなん

かもやってみたいですね。近年よく遊びに行くのが雨滝です。子どもの水遊びもできてお勧めです!!遊

園地も楽しいですが、自然と親しむ遊びが私は好きです。（Ｔ．Ｋ） 

 

この訪問事業は、とりぼら隊（センタースタッフ）がアクティブとっとり登録団体の活動拠点等を訪

問し、団体の日頃の取組を紹介するとともに団体の課題・問題の中から必要な支援につなげる関係づく

りのため、今年度から実施（ぼちぼち）していくものです。 

記念すべき第１回は「ＮＰＯ法人 とうごう未来応援隊」におじゃましました。中心市街地から僅か

５キロほどの中山間地域。過疎・高齢化が進む東郷地域の活性化のため、若者が中心となり平成 26 年

3 月に NPO 法人を設立。耕作放棄地を活用し、農産物の栽培や特産品の開発、豊かな自然を活かした

体験イベントなど様々なまちづくりの取り組みをされています。 

 この日は、「第１回とうごう田植えまつり」が開催

されるということで田植えレースに参加してきまし

た。このイベントは今年度センターが募集した市民ま

ちづくり提案事業助成金の採択事業でもあります。 

疑似苗の入った籠を背負いスタート。泥田場に設置

された一本橋などの障害物を乗り越えていくのです

が、途中地元の子どもたちが放水して邪魔をします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私はバランスを崩し泥田へダイブ、どろんこ

になりながら、最後に苗を植えてゴール。いや

～結構疲れましたね。７月中旬の梅雨明けを感

じさせるジリジリとした日差しのもと、約 30

チームが泥田を疾走！笑いと歓声に包まれた楽

しいイベントでした。 

「東郷地域の未来をより元気に、楽しく、生き

生きとした活力ある新生東郷へ」 

NPO 法人 とうごう未来応援隊の今後の取り組

みにご注目ください!! 

 

 

こんにちは！とりぼら隊訪問事業 

泥田を疾走！笑いと歓声に包まれる 


