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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 159 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 11 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：177 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：1 団体  .→ 県：1 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」開催間近!! 

ボランティア先進市とっとりへ GO GO GO !! 

 いよいよ市民活動フェスタの開催が近づいてきました。子どもから大人まで楽

しめる催しが盛りだくさんです！皆さまのご来場お待ちしています!! 

日時：11 月 23 日（水・祝）12：30～16：00 場所：さざんか会館（鳥取市富安二丁目 104-2） 

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 

Facebook：https://www.facebook.com/tottorivolesen/ ← 開設しました！ 

◆オープニングアトラクション 

 オペラコンサート 

◆開会挨拶 

 実行委員長、鳥取市長 

◆参加団体 PR タイム 

 出展ブースなどの紹介 

◆映画上映 

 「なに！僕は立派な糖尿病？」 

◆特別アトラクション 

 鳴子踊り＆和太鼓演奏 

◆みんな集まれ!!ビンゴ大会 

 今年も目玉は「鳥取和牛」だよ！ 

◆活動紹介、販売ブース、ミニステージ 

 団体紹介展示、個別相談などの紹介ブース、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。 

◆飲食販売ブース 

 軽食、スイーツ、コーヒーなどを販売します。 

◆お楽しみ抽選会 

 シールラリーに参加して素敵な景品を GETしよう！ 

◆おもてなしブース 

 しじみカレーの試食ができる!! 13:30～ 

 チャリティー七福蕈鍋（きのこ汁）14:30～ 
＊入場無料＊手話通訳があります＊ 

 

※どちらも数に 

限りがあります。 

 

https://www.facebook.com/tottorivolesen/
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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：12 月  8 日（木） 14：00～15：15  

12 月 10 日（土） 10：30～11：45 

12 月 16 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 

最新の助成金情報から、助成金情報の収集方法、申請方法についてご説明します！ 

日時：12 月 20日（火） 1 部 18：30～19：15 ／ 2 部 19：15～20：00 

12 月 26 日（月） 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 

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：12 月 13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 

 

 

 

2017年度 環境市民活動助成   〆切 12月 10日（土） 

主催：一般財団法人セブン-イレブン記念財団 電話 03-6238-3872 

助成対象・助成金額： 

【活動助成】・NPO法人、一般社団法人…1 団体あたり上限 200 万円 

      ・任意団体…1 団体あたり 50 万円 

【NPO基盤強化助成】「環境の保全を図る活動」が活動分野として認証され、かつ、法人として 3 年 

以上の活動実績があるNPO 法人…1 団体あたり上限 400 万円／年 × 原則 3 年間継続 

 【緑化植花助成】会員名簿や年度毎の収支報告があり、継続的・組織的に活動を行っている環境市民 

団体…1 団体あたり上限 40 万円 

【清掃活動】年間を通じて定期的に清掃活動を行っている環境市民団体…1 団体あたり上限 20万円 

 

平成 29年度 中国地方地域づくり等助成事業   〆切 12月 28日（金） 

問合せ先：一般社団法人 中国建設弘済会 鳥取支部 電話 0857-37-3235 

対象事業：国土交通省が実施する施策や整備事業などに関連し、将来的にも社会資本整備に繋がる地 

域づくり、環境保全、防災等に関するボランティア活動 

助成金額：1 件につき上限 100 万円 
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第 48回自死遺族「コスモスの会」分かち合い 

日時：12 月 10日（土） 13：30～16：00  

場所：さざんか会館 2階 教養娯楽室（鳥取市富安二丁目 14-2） 

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 

参加費：200円（茶菓代）※事前申込不要 

 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 

 

家族介護者の集い“スマイル・スマイル”定例会 

 日時：12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：バルーンアート 

  対象：介護にかかわるご家族、介護に関心をお持ちの方等 

 主催・申込先：家族介護者の集い“スマイル・スマイル”〔谷口〕電話 0857-22-5966 

        鳥取市役所福祉保健部 地域包括ケア推進課〔事務局〕電話 0857-20-3449 

 

まちなか名画シアター 山田洋次監督作品「なつかしい風来坊」 

1966 年/松竹/監督・山田洋次/出演・ハナ肇、倍賞千恵子、有島一郎、中北千枝子、山口崇、松村達

雄なぜか気が合う風来坊とサラリーマンの痛快友情物語。妻にも子供にも相手にされないサラリーマン

早乙女良吉と労務者の源さんの奇妙な友情。ブルーリボン賞「主演男優賞」「監督賞」を受賞した山田

喜劇の初期の傑作。 

日時：12 月 18日（日） 14：00～  ※入場無料 

場所：とりぎん文化会館 第１会議室 

主催・申込先：鳥取コミュニティシネマ 携帯 080-8907-9293  

 

＊「鳥の演劇祭」ボランティア大募集！ 

演劇祭開催までの広報活動、劇場準備から、当日の会場運営にいたるまで、仕事の内容はさまざまで

す。演劇、まちづくりなどに興味のある方、お気軽にお申込ください。募集は随時行っています。 

期間：11 月 14日（月）～11 月 30 日（水） 

※ご都合のよい時間帯で結構です。短い期間でも OK。もちろん長期参加可能な方大歓迎！ 

 活動場所：鳥の劇場他鹿野町内の劇場〔議場劇場（鹿野町総合支所 3階、鹿野往来交流館「童里夢」） 

 応募資格：高校生以上。経験は問いません。 

 内容：①会場準備・受付  ②鳥の劇場のカフェ手伝い 

 応募方法：下記問合せ先に「氏名・年齢・性別・電話・メールアドレス」をお知らせください。 

 問合せ先：特定非営利活動法人 鳥の劇場 電話／FAX0857-84-3612 

      E-mail：volunteer@birdtheatre.org 

～収集ボランティアのお礼～ 

 
●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。 
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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～ 

様々な情報発信がある中、今やインターネットは欠かせません。センターでもＨＰ、ブログなどを行

っています。ＨＰについては、今年度中のリニューアルに向け現在作成中です。また、近年はＳＮＳに

よる情報発信も有効で、センターでも facebook ページを始めました。試行錯誤しながら、今月 23 日

に行う市民活動フェスタの情報を中心に投稿しています。よりタイムリーな情報の配信やアクティブと

っとり登録団体等とのネットワークの場になればと考えています。（Ｔ．Ｋ） 

センターfacebookページ：https://www.facebook.com/tottorivolesen/ 

 

～鳥取県中部を震源とする地震に伴い、ボランティア活動を希望される方へ～ 

先日の鳥取県中部を震源とする地震により被害を受けた地域では災害ボランティアセンターが立

ち上げられ支援活動が行われています。 

災害ボランティアセンターは 4 つの市町（倉吉市、湯梨浜町、北栄町、三朝町）で開設されました。

現在では湯梨浜町、北栄町災害ボランティアセンターは閉鎖され、各社会福祉協議会で困りごとなど

の相談を受付けています。 

倉吉市災害ボランティアセンターは、11 月 15 日以降に当初開設されていた上灘公民館からまち

かどステーション（倉吉市大正町 1067-29）へ移転します。倉吉市ではボランティアの受付累計

2,000 人を超え、県内外より多くの方の支援をいただいています。 

 ボランティアセンターのニーズなどは日々変わっていきますので、ボランティア活動を希望される

場合は活動先のボランティアセンターに確認後参加をお願いします。 

 また活動前にはボランティア活動保険（天災タイプ）に居住地の社会福祉協議会で加入をお願いし

ます。事前に加入されますと、被災地までの移動における万が一の事故も補償対象となります。当セ

ンターでもボランティア活動保険のお申込みができます。地震発生後、約 100 名の方が事前加入さ

れ現地に向かわれています。 

 鳥取県社会福祉協議会のホームページ、鳥取県の鳥取県中部地震被災地応援サイトで最新情報を確

認できますのでボランティア活動前に情報収集をお願いいたします。 

  

●鳥取県被災者支援 ボランティア情報 http://tottorivc.jp/ 

●鳥取県中部地震被災地応援サイト http://www.pref.tottori.lg.jp/261207.htm 

     ※義援金、ふるさと納税による支援などの情報も掲載されています。 

災害ボランティアセンター 

・倉吉市災害ボランティアセンター（ボランティア受付窓口）電話 0858-22-9801 

      HP：http://www.kurayoshishakyo.com/ 

Facebook：https://www.facebook.com/kurayoshishakyo/ 

     ・三朝町生活支え愛センター（三朝町社会福祉協議会） 電話 0858-43-3388 

      三朝町 HP：http://www.town.misasa.tottori.jp/1266/ 

  

鳥取市ボランティア・市民活動センターからのお知らせ 

 

https://www.facebook.com/tottorivolesen/
http://tottorivc.jp/
http://www.pref.tottori.lg.jp/261207.htm
http://www.kurayoshishakyo.com/
https://www.facebook.com/kurayoshishakyo/
http://www.town.misasa.tottori.jp/1266/

