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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 157 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 9 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：58 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：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 

 

 傾聴ボランティアについて 
一緒に考えてみませんか？ 

生活支援ボランティア交流会 in 河原 

「誰かに話を聞いて欲しい」「孤独で寂しい」「悩みを抱えていて不安だ」などの課題から『傾聴ボ

ランティア』が活躍しています。地域で福祉活動に従事している関係者の皆さんを始め、興味・関

心がある方ならどなたでも参加できます。 

昨年度は気高町で開催し、心のケアの大切さや聴く姿勢、態度について参考になったと好評でした。 

今回も実際に傾聴ボランティア活動をされている方をゲストに迎えお話を伺った後、情報交換を行

います。あなたも傾聴ボランティアについて一緒に考えてみませんか？ 

日時： 

    

場所：河原町老人福祉センター2 階 和室（鳥取市河原町渡一木 227-1） 

対象：傾聴ボランティアに興味関心のある方ならどなたでも参加できます。 

内容：傾聴ボランティアとは、相手の気持ちに寄り添い真心を持って話を聴くボランティアです。 

   実践者のお話を伺い、情報交換を行います。 

ゲスト：傾聴ボランティアとっとり 代表 三ツ中 義雄 氏 

定員：30 名（要申込／先着順） ※参加費無料 

主催・申込先：鳥取市ボランティア・市民活動センター 河原町分室 電話 0858-76-3125 

                          用瀬町分室 電話 0858-87-2303 

                          佐治町分室 電話 0858-89-1022 



2 

 

◆はじめてみませんか？～ボランティア入門講座～ 

日時：10 月  3 日（月） 10：30～11：45 ／ 10 月  8日（土） 14：00～15：15 

10 月 13 日（木） 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：10 月 21日（金） 1 部 10：00～10：45 ／ 2 部 10：45～11：30 

10 月 25 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 

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：10 月  4 日（火） 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 

 

◆NPO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：10 月 27日（水） 13：30～15：00 

 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 

 

 

 

第 27回 コメリ緑資金    締切 10月 31日（月） 

 問合せ先：公益財団法人 コメリ緑育成財団  電話 025-371-4455 

 対象事業：緑や花に囲まれた美しいふるさとづくりを目的とした、公共性のある植栽・植樹活動。 

 対象者：営利を目的としない法人・団体であること。 

 金額：申請金額の上限は特別設けていないが、活動内容と照合し、他の活動団体との相対評価とする。 

●古切手   ガールスカウト鳥取県第 1 団 さま 

      若葉台地区社会福祉協議会 さま 

      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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～障がいのある人と共に考える～防災ワークショップ 

日時：10 月 1日（土） 13：00～15：30 （12：30 開場） ※参加費無料 

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

 定員：30名（先着順） ※手話通訳あり・その他配慮の必要な方はご相談ください。 

 内容：13：00～「東日本大震災・熊本地震を通して見えてきたもの」 

          八幡 隆司さん（NPO 法人ゆめ風基金理事） 

    14：05～ 当事者参加型の防災訓練～北栄町の取り組み～ 

           但馬 崇さん（北栄町福祉課福祉支援室主事） 

    14：30～ 避難所運営ワークショップ 

 主催・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 

 

第 47回自死遺族「コスモスの会」分かち合い 

日時：10 月 8日（土） 13：30～16：00 ※参加費 200円（茶菓子代）申込不要 

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 

対象：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 

 

鈴木大介ギター・リサイタル～映画音楽の調べ～  

ギターで聴くスクリーンを彩った名曲の数々… 

日時：10 月 22日（土） 開場 13：30 開演 14：00 

 場所：鳥取市文化ホール 

 入場料：一般 2,000円 大学生以下 1,000円 ※当日 500 円増 

 主催・問合せ先：ギターアンサンブル・アミーゴ〔岸〕携帯 090-6408-2452 

 

講演会「今、子どもたちが危ない」 

 虐待、貧困等、今、子どもたちの社会問題をご一緒に考えましょう 

日時：10 月 22日（土） 14：00～ 

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

 講師：花川 治応 氏（鳥取県福祉相談センター所長） 

 主催・問合せ先：鳥取ユネスコ協会〔事務局〕電話／FAX0857-24-5009 

 

第 8回 フレンズ講演会「てんかんと脳の関係」 

 てんかんの発症割合は 100～200 人に１人。決してめずらしい病気ではありません。 

講演を聞いて、私たちと交流して、あなたの身近にいるてんかん患者のことを知ってください。 

日時：10 月 29日（土） 13：30～15：30（受付 13：00～） ※参加費無料・事前申込不要 

 場所：さわやか会館 3 階 多目的室（鳥取市富安二丁目 96） 

 講演：テーマ「てんかんと脳の関係」 

    講師：植田 俊幸 先生（鳥取県立精神保健福祉センター医長 精神科医） 

    ※本人の体験談・質問コーナーあります。 

 主催・問合せ先：ピアサポートグループフレンズ〔山根〕携帯 090-4448-2391 
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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～ 

広島カープ 25 年ぶりのリーグ優勝おめでとうございます。四半世紀待ちに待ったファンはたまらな

いでしょうね。優勝を決めた翌日、湖山にある広島風お好み焼き屋に行ってきました。私の知っている

限りでは、市内で広島焼きはここだけだと思います。店内には、広島県のＰＲポスターやタウン誌など

があり、ちょこっと広島気分も味わえます。寡黙な大将が一人で切り盛りされている、味は確かなお店

です。あまり有名になるとお店のファンとしては困りますが、カープ優勝を記念して教えちゃいます！

（Ｔ．Ｋ） 

 

とっとりボランティア 21～募集情報編～ 

『平成 28年度版』を発行しました！ 
 
鳥取市ボランティア・市民活動センター（以下「センター」）では、ボランティア、ＮＰＯなどの

市民活動に関心がある方、これから取り組んでみたい方を対象にした活動入門冊子「とっとりボラン

ティア２１」を発行しています。 

冊子は 

★ 基礎入門編 

★ 募集情報編 

★ 活動グループ・団体編 

★ ＮＰＯ編 

の全４冊で、今回「募集情報編」の平成 28年 

度版を発行しました。市内の教育、文化、福祉 

関係の 120 のボランティア受入れ施設を掲載 

しています。施設ごとに演芸ボランティア、環 

境整備、話し相手など募集している内容を掲載 

しています。 

センター主催のボランティア入門講座での情報提供、日々の相談、活動紹介のために活用していま

す。 

 冊子をご希望の方は、センターまでご連絡ください。なお、冊子は市民活動拠点アクティブとっと

りの２階ロビーにも置いてありますのでご自由にお持ち帰りください。 

 これからボランティア活動をしてみたい！どんなボランティアがあるの？と興味をお持ちの方、継

続的にボランティア活動をしたいとお考えの方にお勧めの冊子です。 

 冊子をご覧になり参加したいボランティアがお決まりの方、見方がよく分からない、自分に合うも

のが探せないなど、様々なご相談を受付けておりますのでお気軽にお問合せください。 

 また、募集情報編の内容はセンターホームページからも閲覧できます。 

       ▼詳しくはこちらをご覧ください▼ 

http://www.tottoricity-syakyo.or.jp/tvc/vol.html#shisetsu 

  

鳥取市ボランティア・市民活動センターからのお知らせ 

 


