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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） 
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鳥取市のボランティア・市民活動状況【2017 年 7 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：37 名 

・アクティブとっとり登録団体数：144 団体 

NPO 法人認証・申請状況 

・認証されている団体：109 団体 → 県：279 団体（39%） 

・申 請 し て い る 団 体：3 団体  .→ 県：5 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 

 

 
「生活支援ボランティア交流会 in 鹿野」を 7月 10 日に鹿野町で開催 

しました。生活支援ボランティア交流会は、地域課題の中から生まれた先 

進的な支え合いや元気な取組みをお聞きし、地域福祉のいまとこれからに 

ついて情報交換を行う交流会です。今回は城北地区で取り組まれている地 

域通貨「愛城」を基盤とした支え合い活動についてお話を伺った後、参加 

者の日頃の取組みや課題等について意見交換を行いました。 

城北地区社会福祉協議会の橋本さんから、地域通貨「愛城」の結成経緯、 

「愛城」の仕組みができたことにより、支えが必要な方が支援を頼み易く 

なった等の成果を伺いました。 

地域通貨「愛城」の活動を中心とした支え愛のまちづくりをめざして 

 その他、実際のニーズを知るために高齢者、子育て世代に

アンケートを取り、支援内容を検討し工夫を重ねながら活動

を展開されていることを紹介いただきました。長期休暇時の

子どもの預かりに困っているという声を受け、今年で 7 目年

目となる「子どもサマースクール」を開催されている他、高

齢者から子育て中の若いママ世代まで幅広い世代が参加で

きる「ふらっとサロン」を開設される等、柔軟に対応するこ

とで支援の輪を広げていらっしゃるようでした。 

結成から 10 年が経過した現在は、支援する側の高齢化が進み、若い世代の会員を増やすことが課

題となっているそうです。参加者からは、ボランティアの確保はどのようにしているのか等の質問が

あがり、城北地区の活動に興味を持って情報交換されていました。地域によっては活動場所の確保が

難しいことや、配食ボランティアの活動が充実していたりとそれぞれの良さや課題を知る事ができる

機会となりました。 
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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：8 月 10日（木） 10：30～11：45  

8 月 22 日（火） 19：00～20：15 

8 月 30 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：8 月 24日（木） 1 部 10：00～10：45 ／ 2 部 10：45～11：30 

8 月 29 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 に関わるお悩みをご相談ください～ 

日時：8 月 3日（木） 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 

 

◆かんたんなレクリエーション講座 in青谷 

レクリエーションを学んで地域活動やボランティア活動に活用しよう！ 

日時：8 月 21日（月） 13：30～15：00 ※参加費無料 

 場所：青谷町老人福祉センター 大広間（鳥取市青谷町露谷 53-5） 

 対象：レクリエーションを様々な地域活動やボランティア活動に利用したい方 

 講師：福祉レクリエーションワーカー、レクリエーションコーディネーター 

    鎌谷 眞里子氏（鳥取市レクリエーション協会） 

 定員：30名（要申込／先着順） 

 問合せ先：鳥取市ボランティア・市民活動センター青谷町分室 電話 0857-85-0220 

 

◆はじめてみませんか？～ボランティア入門講座 in国府 

 ボランティア活動をこれからはじめたい方、どんな活動があるか分からない方などを対象にボランテ

ィアの基本的な知識やボランティアの募集情報を紹介します。 

日時：8 月 28日（月）13：30～14：45 ※参加費無料 

 場所：あおば地区公民館（鳥取市国府町新町 2-246-4） 

 対象：ボランティア・市民活動に興味・関心のある方 

説明：鳥取市ボランティア・市民活動センター国府町分室 職員 

 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 



3 

 

鳥取県手話学習会開催事業費等補助金  随時 

問合せ先：鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課 電話 0857-26-7154 

 ◆手話学習会の開催経費支援 

対象団体：企業、社会福祉法人、NPO 法人等の事業者又は手話学習者 10 名以上の手話学習グループ

（手話サークルを除く） 

 補助額：1 回あたり 15,000 円（年 6 回を上限） 

 対象経費：手話学習会の開催に要する報償費、旅費、需用費（食糧費除く）、役務費、使用料及び賃借料 

 ◆手話検定等の受験料支援 

 対象団体：企業、社会福祉法人、NPO 法人等の事業者 

 金額：受験料の 2 分の 1 

 

 

 

家族介護者の集い“スマイル・スマイル”定例会 

日時：8 月 23日（水）10：00～12：00 ※会費 200 円 

場所：鳥取市役所地下１階 第１会議室 

内容：介護保険の変更を知ろう（介護ガイドＡi紹介） 

対象：介護にかかわるご家族、介護に関心をお持ちの方等 

 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 

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

 

らっきょうの花 8月定例学習会 

 日時：8月 28 日（月）19：00～20：45 

 場所：さわやか会館 3 階（鳥取市富安二丁目 96） 

 内容：スクールソーシャルワーカーの支援と役割について 

 講師：依頼中 

 助言：原田 豊 先生（県立精神保健福祉センター所長・精神科医） 

 参加費：500 円（非会員のみ） 

 主催・問合せ先：困り感を抱える子を支援する親の会／らっきょうの花〔齊藤〕 

携帯 090-6832-8108 

 ※保護者おしゃべり会は 8 月 30 日にさわやか会館 3 階で開催します。参加費 150 円（非会員のみ） 

●古切手・書き損じハガキ・使用済みテレホンカード 

若葉台地区社会福祉協議会 さま 

     稲葉山地区社会福祉協議会 さま       

     栗田 輝子 さま（鳥取市若葉台） 

     杉浦 徳子 さま             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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◆平成 29年度 市民まちづくり提案事業助成金（市民活動促進部門）の助成金交付団体が決定しました。 

 公益的な自主事業（ステップアップ型）4団体です。〔助成上限額 20万円 助成率 4/5〕 

 

 

 

団体名 事業名 交付決定額 

（特）ハーモニィカレッジ 

コソダテゼミナール 

保護者、若者、地域住民、事業者がそれぞれ子どもの育つ環

境への関わりを見つめ直し、多世代が楽しみながら交流でき

る場を広げる。 

200,000 円 

困り感を抱える子を支援する 

親の会／らっきょうの花 

発達障がいへの理解・啓発事業 

らっきょうの花 設立 10 周年記念フォーラム 

発達障がい青年への学びや生活を中心に、当事者や家族の思

いを伝え、益々の理解・啓発、活動の推進を図る。 

200,000 円 

鳥取県東部手話サークル 

連絡協議会 

手話落語公演会 

手話公演を楽しんで目にすることで、手話を身近に感じても

らい、手話を学ぶきっかけ作りや聴覚障がい者理解の促進、

手話普及へとつなげていく。 

139,000 円 

アモーレ鳥取ボヌッチの会 

 弓場徹（声楽）・松浦ふさ代（チェロ）ジョイント 

コンサート 

イタリアと鳥取の親善交流に資する演奏会とし、併せて鳥取

の音楽文化の興隆を目的として開催する。童謡唱歌の鳥取に

ちなんで日本歌謡も演奏し、幅広い年代に音楽を身近なもの

として楽しんでもらう。 

200,000 円 

【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/ 

◆ 公益的な自主事業（設立後 1 年以上の市民活動団体）4 団体 ◆   ※順不同 

鳥取市市民まちづくり提案事業助成金（市民活動促進部門）は、地域の課題解決やまちの活性化の

ために、市民等の視点による自由な発想に基づき提案された「まちづくり事業」の経費の一部を助成

するものです。 

真夜中のウィンブルドンのテニスを見ていると、心地よいラリーの音に知らないうちに眠ってしまい

ます。「今日こそは起きて試合を見るぞ！」と、毎回思ってはいるんですけどね。男子４回戦、順当な顔

ぶれが出そろい、その中に錦織選手がいないのは寂しいですが、私としてはもう一度“芝の帝王”フェ

デラーに頑張ってもらいたいです。このトリボラ通信が発行される頃にはウィンブルドンも終わってい

るので、どんな結果になっているのが楽しみです。（Ｔ．Ｙ） 

 

～編集後記～ 


