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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 158 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 10 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：57 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 

 

 

「2016 市民活動フェスタ in とっとり」を開催します！ 
～ボランティア先進市とっとりへ GO GO GO !!～ 

市民活動フェスタは今回で 7 回目を迎えることができました。市内で活動する 38 団体が参加しま

す！活動紹介、体験交流、飲食販売、ステージ発表を通じてボランティア・市民活動を楽しみながら

知っていただける機会となりますのでぜひご参加ください。入場は無料です！ 

 

ビンゴ大会＆ 

お楽しみ抽選会 

日時：11 月 23日（水・祝）12：30～16：00 ※入場無料 

場所：さざんか会館（鳥取市富安二丁目 104-2） 

問合せ先：2016 市民活動フェスタ実行委員会事務局 

     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 

 

活動紹介・販売ブース 

ミニステージ 

団体紹介パネル展示、来場者

への個別相談などの紹介ブ

ース及び加工品やオリジナ

ルグッズの販売ブース、ミニ

ステージを設置 

します。 

体験交流ブース 

お手玉遊び、木のおもちゃ、 

健康体操、AED、災害食、

盲導犬とのふれあい、バルー

ンアートなどの体験ができ

ます。 

 

ステージイベント 

オペラコンサート、参加団体

によるブース紹介、映画「な

に！僕は立派な糖尿病？」上

映会、和太鼓演奏やビンゴ大

会があります♪ビンゴ大会

の目玉は「鳥取和牛」!! 

 

 

 
おもてなしコーナー 

チャリティー 

七福蕈鍋（きのこ汁） 

提供＆ 

濃厚エキスたっぷり 

しじみカレー試食 
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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：11 月  2 日（水） 14：00～15：15 ／ 11 月  7日（月） 19：00～20：15 

11 月 15 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：11 月 25日（金） 1 部 13：30～14：15 ／ 2 部 14：15～15：00 

11 月 28 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：11 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 

  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 in気高 

 ～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：11 月 17日（木） 10：30～12：00  ※参加費無料・定員 30 名（要申込） 

 場所：気高町老人福祉センター（鳥取市気高町浜村 8-8） 

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

 

 

平成 29年度  年賀寄附金配分事業  〆切 11月 11日（金） 

主催：日本郵便株式会社 電話 03-3504-4401 

助成分野・申請上限額：【一般枠】○活動・一般プログラム…500 万円 

   ○活動・チャレンジプログラム…50万円 ○施設改修、機器購入、車両購入…500 万円 

    【特別枠】東日本大震災及び平成 28 年熊本地震の被災者救助・予防（復興）…500万円 

対象：【一般枠】社会福祉法人、更生保護法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、及び特定 

非営利活動法人 

   【特別枠】一般枠申請可能団体に加え、営利を目的としない法人（生協法人、学校法人等） 

～収集ボランティアのお礼～ 

 
●古切手  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。 
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What is Jazz?! レクチャー＆コンサート「ジャズってなあに?!」 

日時：11 月 5日（土） 開演 19：00 開場 18：00 

場所：とりぎん文化会館 小ホール 

内容：第 1部「証言で綴る日本のジャズ」出演：ジャズジャーナリスト 小川隆夫 

   第 2部「ジャズは今・・・」 

   鳥取在住プロミュージシャンの二人と、彼らが最も信頼するジャズミュージシャンを迎え 

2016 年の今を演奏します。 

 問合せ先：鳥取県総合芸術文化祭 東部地区企画運営委員会事務局 電話 0857-21-8700 

 

ワークショップ「くらやみに手をのばせ！その 3 因州和紙の社会科けん学」 

 日時：11月 12 日（土）①こども編 10：30～12：00 

             ②一般編  14：00～15：30（開場 各回 15 分前） 

  場所：わらべ館いべんとほーる 

 講師：広瀬 浩二郎 氏（国立民族学博物館准教授）“琵琶を持たない琵琶法師” 

 内容：視覚に頼らず、触覚、聴覚、嗅覚を研ぎ澄まして「因州和紙」を感じるプログラムです。 

    ①こども編「ワシワシさわる」  

②一般編「紙を転がす『ペーパードライバー』のススメ」 

  対象定員：①小学 3年生以上 20組 ②20名 ※定員になり次第締切 申込受付中 

 参加費：無料 

 主催・申込先：わらべ館〔事業推進室〕電話 0857-22-7070 

 

ミニミニ 30人シアター  

ドキュメンタリー映画「祝の島」（ほうりのしま）－○○○年先にいのちはつづく－ 

上関原子力建設計画に 28 年間反対し続ける山口県祝島の人々の、海山とともにいのちをつなぐ暮ら

しのドキュメンタリー。「ある精肉店のはなし」の纐纈(はなぶさ)あや監督デビュー作 

日時：11 月 13日（日） (1)10：00 (2)13：00 (3)16：00 (4)19：00 

場所：鳥取市文化センター会議室 1 

入場料：1,000円 

予約制：上映 1 回の定員が 30 人。予約制。希望の時間をお知らせください。 

主催・申込先：鳥取コミュニティシネマ 携帯 080-8907-9293  

 

鳥たちの音楽祭Ⅱ とりアートスペシャルコンサート「This is Jazz!!」 

日時：11 月 23日（水・祝） 開演 14：00 開場 13：00 

 場所：とりぎん文化会館 梨花ホール  

 料金：一般 3,000 円 学生 2,000 円 高校生以下 1,500 円 

 内容：第 1 部「ジャズの発祥～発展」デューク・エリントンメドレー（Take The A-Train 他） 

           演奏：鳥取県吹奏楽連盟中学校選抜バンド（TJBA）with No Name Horses メンバー 

       「ジャズレジェンドから未来へのメッセージ」スタンダードジャズの名曲集 

       演奏：楽器演奏者のためのジャズワークショップ参加者によるスペシャルバンド 

    第 2 部「This is Jazz!!」演奏：小曽根 真 feat.No Name Horse 

 問合せ先：鳥たちの音楽祭事務局 電話／FAX0857-29-1075 

・・ 
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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～ 

今年で７回目の開催となる「2016 市民活動フェスタ in とっとり」の内容が決まりました。今年の

テーマは「ボランティア先進市とっとりへ ＧＯ ＧＯ ＧＯ！」と題し、市民活動拠点アクティブとっ

とりに登録する 38 団体が参加し、日頃の活動の紹介や市民の皆様と交流を図ります。様々な市民活動

に触れることのできるまたとないチャンスです！詳細はチラシ、ＨＰ、ブログ、ＳＮＳなどで発信して

いきますのでご確認ください。11月 23 日（水・祝）は駅南のさざんか会館にＧＯ!!多数の皆様のご来

場をお待ちしております。（Ｔ．Ｋ） 

これからボランティア活動を始めたい、市民活動について知りたい方、既に活動されている方へ鳥取市ボ

ランティア・市民活動センター（以下「センター」）では様々な形で情報提供を行っています。 

ボランティアをはじめたい方向けに！ 

初めて活動をしたい方向けに毎月３回「ボランティア入門講座」を開催しています。入門講座では、ボラ

ンティアの心構えや注意点、活動先の見つけ方、活動先の紹介をしています。 

初めての方、もっと活動を増やしたい方向けに！ 

市内のボランティア受入施設をまとめた冊子「とっとりボランティア 21～募集情報編～」、センターに登

録している団体の情報をまとめた冊子「とっとりボランティア 21～活動団体編～」を発行しています。

冊子をご覧になり希望の活動先があれば仲介しておりますのでご相談ください。冊子と同様の内容をセン

ターホームページでも閲覧できるようにしています。 

市民活動・ボランティア団体を立ち上げて活動したい方には！ 

既存の団体でやってみたいこと、問題解決に向けて一緒に活動したいものが見つからない場合は、新たな

団体を立ち上げて活動することも選択肢の一つに挙げられます。「NPO なんでも相談会」を毎月開催し、

団体の立ち上げ、運営についての相談などを受け付けております。 

地域で様々な活動に携わる方へ！ 

年 3 回生活支援ボランティア交流会を開き、地域での取り組みを紹介しながら意見交換を行う取り組みを

しています。またサロンなどで活用できるレクリエーションを学ぶ「かんたんなレクリエーション講座」

を年 5回開催し日頃の活動に役立てていただいています。 

出張ボランティア講座も行っています！ 

地域でボランティア活動に対する認識を共有したい、企業、団体でボランティア活動を始めたいなど、ニ

ーズに合わせた内容でご希望の場所に出張しています。（場所は依頼側でご準備ください。） 

市民活動フェスタ in とっとり、NPO・ボランティア交流会“とりぼらカフェ”を開催しています！ 

市民活動・ボランティア団体の活動を身近に知ることができ、団体と市民が交流できる機会として「市民

活動フェスタ in とっとり」「NPO・ボランティア交流会“とりぼらカフェ”」を開催しています。 

その他センターで開催している各種講座についてはセンターHP で随時ご案内しております。開催後の様

子などはブログで報告しています。また新たに facebook を開設しタイムリーな情報を発信していくとと

もに、平成 29年 3月には HP を一新しより見やすくする予定です。ボランティア・市民活動についての

ご相談は窓口、お電話でも受付けておりますのでお気軽にご相談ください。 

鳥取市ボランティア・市民活動センターからのお知らせ 

 


