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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 162 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【2017 年 2 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：111 団体 → 県：279 団体（40%） 

・申 請 し て い る 団 体：0 団体  .→ 県：4 団体 

   

 

 

2017． 

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 

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） 

対象：市民活動拠点アクティブとっとり登録団体、ボランティア・NPO 関係者、市民活動に興味の 

ある方など、どなたでも参加できます。 

内容：茶話会形式による“ゆる～い”感じの交流会です！ 

   ・話題提供「とっとりこども食堂の取り組みについて」 

ゲスト 鳥取市中央人権福祉センター 

   ・団体毎の活動紹介（団体のココがすごい!!を PR） 

   ・グループに分かれてフリートーク 

定員：35 名程度（要申込／先着順） 

申込締切：2 月 27日（月） 

主催・申込先：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 

新しい出会いや情報交換の場として“わいわい”と交流してみませんか。お茶を飲みながら、気軽に情

報交換を行います。今回は交流の他、鳥取市中央人権福祉センターの職員さんをお招きし、とっとりこ

ども食堂の取り組みについてのお話を伺います。お気軽にご参加ください。 

※参加費無料 
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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：3 月  3 日（金） 10：30～11：45  ／ 3 月 7日（火） 19：00～20：15 

3 月 15 日（水） 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：3 月 23日（木） 1 部 13：30～14：15 ／ 2 部 14：15～15：00 

3 月 27 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：3 月 14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 

 

◆生活支援ボランティア交流会 in福部 

 憩い・潤い・賑わいの場「オアシス宝木」住民同士の支え合いの取組みを紹介します。 

日時：3 月 7日（火）13：30～15：00 ※定員 30 名（要申込・先着順）・参加費無料 

 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 ゲスト：オアシス宝木 代表 本部 享司 氏 

   

◆かんたんなレクリエーション講座 in国府 

 簡単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びます！ 

日時：3 月 8日（水）13：30～15：00  ※参加費無料・定員 30 名（先着順・要申込） 

 場所：国府町老人福祉センター あかね荘（鳥取市国府町麻生 4-2） 

 講師：レクリエーション・インストラクター 米澤 真理子 氏（鳥取市レクリエーション協会） 

 

 

第 29回 NHK厚生文化事業団 地域福祉を支援する「わかば基金」   〆切 3月 31日（金） 

主催：社会福祉法人 NHK 厚生文化事業団 電話 03-3476-5955 

対象事業・金額：・支援金部門 1グループにつき上限 100 万円 

        ・リサイクルパソコン部門 1グループにつき 3台まで 

        ・東日本大震災復興支援部門 1 グループにつき上限 100 万円 

対象：地域に根ざした福祉活動を行っているグループ、任意のボランティアグループまたは NPO 法人
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トーク＆映画「刑務所の入口支援と出口支援の現状と課題～臨床から見た相談員のお話～」 

日時：3 月 2日（木） 第 1 部 14：00～16：30 トーク ※託児あり・要申込 

                      第 2 部 18：30～21：00 ミニトーク＆上映「ライファーズ」 

場所：鳥取県立人権ひろば 21「ふらっと」（鳥取市扇町 21） ※入場無料 

講師：岩崎風水さん（「獄中者の家族と友人の会」相談員） 

 問合せ先：とっとり社会派シネマクラブ〔川口〕携帯 090-2297-1962 

 

南極を語る－還暦を迎えた南極観測－ 

 日時：3月 18 日（土）13：15～15：45 ※入場無料 

 場所：船岡地区公民館（八頭町船岡 539-1） 

 講演：・『南極の生物と越冬隊員の生活』森本 建司（八頭高等学校 教諭：28 次観測隊） 

    ・『越冬隊員の心と体の健康』 

      大谷 眞二（鳥取大学 国際乾燥地研究教育機構 准教授：40 次観測隊） 

    ・『温暖化で南極の氷は減るか？』 

      成瀬 廉二（NPO 法人 氷河・雪氷圏環境研究舎：10・14・34 次観測隊） 

 特別展示：“さわってみよう南極の氷” 

 問合せ先：NPO 法人 氷河・雪氷圏環境研究舎〔成瀬〕電話 0857-23-7755 

 

映画「ベトナムの風に吹かれて」上映会 

日時：3 月 26日（日）14：00 

場所：鳥取市民会館大ホール 

料金：一般・前売 1,000 円（当日 1,300円）、小中高生・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  

 

 

 

            ～収集ボランティアのお礼～ 

●古切手・書き損じハガキ ガールスカウト鳥取県第 1 団 さま 

●古切手 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。 

平成 29 年度「団体専用ロッカー」の利用団体を募集します！ 

市民活動団体の備品保管場所としてご利用出来ます。 ※無料ですが団体登録が必要です。 

★利用期間：平成 29年 4 月 1 日（土）～平成 30 年 3 月 31日（土）（年度更新） 

★設置場所：さざんか会館 2 階 市民活動拠点アクティブとっとり活動スペース内及び交流ロビー 

★数と大きさ ：・特大ロッカー ･･･ 5 台（高さ 208cm×横幅 89cm×奥行 45cm） 

・大ロッカー① ･･･ 16 台（高さ 112cm×横幅 90cm×奥行 40cm） 

・大ロッカー② ･･･ 3台（高さ 121cm×横幅 80cm×奥行 40cm） 

・中ロッカー ･･･ 6 台（高さ 88cm×横幅 88cm×奥行 40cm） 

・小ロッカー ･･･ 15台（高さ 73cm×横幅 90cm×奥行 40cm） 

★申込締切：3 月 13 日（月） ※17:15 必着 

※申込多数の場合は 3 月 22 日(水)19：00 から抽選を行います。 

★申込先：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  

 ※団体専用ロッカー利用申請書にてお申込みください。 
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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～ 

 一度あることが二度ありました。正直、前回程のことはないだろうと高をくくっていましたが 33 年

ぶりの大雪で市内中心部でも 90cm を超える積雪となりました。前回の教訓を活かし、国・県・市で

懸命に除雪作業を行っても今回の雪には敵いませんでした。こんな時は、自分のできることは自分す

る・むやみに外出はしない（自助）、そして、地域や近隣での助け合い（共助）が大切です。独居高齢

者や障がい者など自身では除雪が困難な家庭への対応や地域の共有道路の除雪など、今こそ地域の力、

助け合いが求められるのではないでしょうか。（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、 

今年度から実施しています。 

第２回目の訪問は、「ＮＰＯ法人 つぼみ畑」です。溯ること 2 年半 

程前に当センター主催のＮＰＯなんでも相談会が出会いで、その後セミ 

ナーの紹介や助成金相談など少しだけお手伝いをさせていただきました。 

当初は任意団体でスタートし、昨年７月に法人格を取得。その後、平成２８年４月から市内山城町

で障がい児通所支援事業を開始されています。午前中は未就学の子ども対象にした児童発達支援事

業、午後は、小・中学生を対象にした放課後等デイサービス事業を実施。小規模な事業所ですがその

分、それぞれのお子さんに深くかかわることが出来ます。時に起こる子ども同士のトラブルも共に考

え解決していきます。 

その他、困り感を抱える両親を対象にした相談会、勉強会、お話し会などもあり親もガッチリとサ

ポートされています。事業所を開始されてまだ１年経ちませんが、地域の方、ボランティア、関係者

の協力を得て順調に活動されているようです。今後も皆さんで話し合いながらこぢんまりやっていき

たいとのことでした。 

スタッフの皆さんの熱意とチームワークの良さが伝わり、ほんわかした雰囲気がとても居心地がよ

かったです。つぼみ畑の皆さんありがとうございました。 

 

 

 

こんにちは！とりぼら隊訪問事業 

 ＊いろんなつぼみがきれいな花を咲かせますように＊ 

 

スタッフ手作りの七宝焼きの看板 

市民活動フェスタでも大好評だった手作り陶器 

訪問の際は、レモンティーで心も体も温まりました 

 

顔出しＮＧのため、画伯作（こちらもスタッフ） 
のスタッフ紹介 その名も『つぼみ畑娘』 

 


