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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 160 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 12 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：178 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 

 

 

さあ、みんな一緒に！！ 

 

第 7 回目となる「市民活動フェスタ in とっとり」  

を38団体の協力を得て開催しました。体験ブース、

活動紹介、販売、ステージ発表に分かれ計 49 イベ

ントで構成し、思い思いの方法で活動を PR しまし

た。回を重ねる毎に活動 PR に工夫が加わり団体の

意気込みを感じるものとなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七福蕈鍋チャリティ募金は 18,038 円となり、 

日本赤十字社鳥取県支部に全額寄付させていただき

ました。たくさんのご協力ありがとうございました。 

ムジークテアター・TOTTORI の皆さんによる

素敵なオペラコンサートでスタートし、約 800

名の来場者で会場は賑わいました。 

今回はミニステージを 1 階に設け、ミニ吹奏楽

コンサート、手話劇、健康体操、フォークダンス

が披露され、来場者の皆さんを巻き込んで一緒に

盛り上がりました。 

来場者アンケートからは「色々な団体があって

驚いた。」「様々なボランティアを知る機会となっ

た。」など多種多様なボランティア・市民活動を

知っていただける良い機会となったようでした。   

また、参加団体からは「市民と他団体との交流

ができよい刺激となった。」「同じ部屋の団体と情

報交換できた。」など市民との交流だけでなく互

いの活動を理解し合い、横の繋がりを築く機会に

することができたようでした。 
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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：1 月 10日（火） 10：30～11：45  ／ 1 月 18 日（水） 19：00～20：15 

1 月 26 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 

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：1 月 24日（火） 1 部 18：30～19：15 ／ 2 部 19：15～20：00 

1 月 30 日（月） 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：1 月 20日（金） 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 

 

◆生活支援ボランティア交流会 in福部 

 日時：1月 25 日（水） 13：30～15：00  ※参加費無料・定員 30 名・要申込 

 場所：福部砂丘温泉ふれあい会館 研修室（鳥取市福部町海士 1013-1） 

 内容：常設型サロン（店舗併設型）の取組みについて～住民同士の支え合いの取組みを紹介します～ 

ゲスト：オアシス宝木 代表 本部 享司 氏 

公益信託「とりぎん青い鳥基金」   〆切 1月 31日（火） 

問合せ先：株式会社 鳥取銀行本支店 

 対象：鳥取県内に住所を有し、かつ鳥取県内で芸術、文化、体育等の分野における社会教育活動を行 

う青少年団体、又は鳥取県の地域文化、芸術文化の振興に寄与する団体 

 金額：1団体 50 万円以内 

            ◆年末年始のお休みについて◆ 

 センター及びセンターが管理運営を行う市民活動拠点アクティブとっとりは、年末年始の期間 

お休みさせていただきます。さざんか会館が休館となりますので、ご注意ください。 

◆休館日  2016 年 1２月 29 日（木）～2017 年 1 月 3 日（火） 
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家族介護者の集い“スマイル・スマイル”定例会 

 日時：1月 18 日（水）10：00～12：00 ※会費 200 円 

  場所：さざんか会館２階 集会室（鳥取市富安二丁目 104-2） 

 内容：リラックス体操 

  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・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 

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

 

～今知るべき、今観るべき～田崎恵美監督作品上映会 

鳥取から、映像の新しき才能が発信される！ 

現在、鳥取県の特任プロジェクト・チームで進められている鳥取発の短篇映画の制作に携わる、田崎

監督の二つの作品『ハイランド』『ふたつのウーテル』当地初上映です！ 

日時：1 月 22日（日） 午前 10：30  午後 14：00 （２回上映） ※入場無料 

場所：とりぎん文化会館１階 第１会議室 

主催・問合せ先：鳥取コミュニティシネマ 携帯 080-8907-9293 

 

第 18回 キラキラ☆コンサート 

日時：1 月 29日（日） 開場 13：30  開演 14：00 

場所：鳥取市文化ホール 

入場料：一般 500 円 高校生以下無料 

 主催・問合せ先：キラキラ☆楽団 E-mail：kirakiragakudann1999@yahoo.co.jp 

 

＊雪かきボランティア募集＊ 

鳥取市ボランティア・市民活動センター国府町分室では、国府地区在住のひとり暮らし高齢者世帯、

高齢者夫婦世帯を対象に除雪等のボランティアによる支援を実施します。 

 一緒に活動してくださる方を募集しています！体力に自信のある方ぜひご登録ください。 

○活動内容：屋根の雪下ろし、幹線道路までの除雪等 

○活動日時：平日、土・日、祝祭日いずれも状況により実施します。（一日あたり 2時間程度） 

※活動日は、事前に調整し、2 日前までに本人へ連絡致します。 

○参加範囲：年齢、性別等は特に問いませんが、体力に自信のある方 

○その他：①安心して活動して頂くために、鳥取市社会奉仕活動等補償制度に加入します。 

（保険料は鳥取市負担のため無料です。） 

     ②スコップ、スノーダンプ、防寒着等は各自にて準備をお願いします。 

○問合せ先：鳥取市ボランティア・市民活動センター国府町分室  

電話 0857-22-1880  FAX0857-22-1889 

～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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【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～ 

「2016 市民活動フェスタ in とっとり」写真館 

 ～11 月 23 日（水・祝）に開催した市民活動フェスタの様子を写真でご紹介します～ 

5 階ではオペラコンサート、団体によるブース紹介、鳴子踊り、和太鼓演奏、映画上映、ビンゴ大会が行われ、
フロアでは活動紹介展示、販売や抽選会で賑わいました。 

★当センターfacebook でもフェスタの様子をお伝えしていますのでご覧ください★ 
https://www.facebook.com/tottorivolesen/ 

～編集後記～ 

「休眠預金」ってご存知ですか？10年以上放置された預金口座のことで、毎年 1,000 億円近くなる

ようです。現在銀行の雑収入になり埋もれているこのお金をＮＰＯ等が行う公益活動に活用する動きが

6 年前から議論され、先日衆議院本会議で「休眠預金活用法案」が成立しました。これから詳細の制度

設計が審議会等で行われていきます。『眠ったお金』が『活きたお金』になる!!社会や地域をよりよくす

るための制度になるよう皆さんもご注目ください。（Ｔ．Ｋ） 

 

盲導犬とのふれあいや点訳・音訳体験、レクリエーション、AED 体験、懐かしいお手玉遊び
など実際に体験できるブースは子どもから大人まで多くの方が参加されていました。 

試行錯誤しながら完成したしじみエキスたっぷりの「しじみカレー」!! 行列ができる大人気となりました! 
 


