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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 168 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 8 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：40 名 

・アクティブとっとり登録団体数：146 団体 

NPO 法人認証・申請状況 

・認証されている団体：109 団体 → 県：283 団体（39%） 

・申 請 し て い る 団 体：0 団体  .→ 県：0 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を開催しました。今回のテーマは「防災」です。 

まず初めに、倉吉市社会福祉協議会の西田課長より昨年運営された倉吉市 

災害ボランティアセンターのお話を伺いました。運営時大切にされたこと、 

訪問活動によって心と身体へ気配りされたこと、困りごとを聞き出す工夫、 

多くのボランティア活動者の協力を得られたこと等を報告いただきました。 

参加者からは、避難所の連携や自主防災会はどうだったか、福祉避難所の 

利用はどうだったかなどの質問があり、倉吉の実例を教えていただき皆で共 

有することができました。 

グループワークでは、災害時の課題、その課題に対する解

決策、それぞれができることは何かについて話し合いました。 

課題として、福祉避難所の知識が不十分、近所の人が分か

らない、連絡手段をどう確保するのか、防災訓練の不足等が

あげられました。その課題に対しては、地域での要支援者の

リスト・マップを作る、救急袋の備え、日頃から地域の集い

に参加しておく、リーダーがいなくても動ける体制作り、避

難所運営を体験してみる等の意見が出され熱心に意見交換が

行われました。 

どのグループからも出された意見は、日頃のコミュニケー

ションの大切さでした。特に生活の基盤となる地域でのコミ

ュニケーションの重要性を再認識するものとなりました。 

皆さんの地域では住民同士のコミュニケーションは取れて

いますか。 

日頃から地域の方とのコミュニケーションを大切に 
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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：9 月  2 日（土） 10：30～11：45  ／ 9 月 6日（水） 14：00～15：15 

９月 29 日（金） 10：30～11：45  ※9 月 29 日はさざんか会館 1 階で開催します。 

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

9 月 28 日（木） 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 1 階（鳥取市富安二丁目 104-2） 

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：9 月 12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 1階（鳥取市富安二丁目 104-2）  

  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 

 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：9 月 26日（火） 10：00～11：30  ※参加費無料・定員 30名（先着順・要申込） 

 場所：さわやか会館 3 階 多目的室（鳥取市富安二丁目 96） 

 講師：福祉レクリエーションワーカー 中嶋 久美子 氏（鳥取市レクリエーション協会） 

 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 

 

「2017 市民活動フェスタ in とっとり」を一緒に盛り上げてくださる団体を募集します！ 

  ●開催日時：11 月 25 日（土）13：00～15：30   

●場所：高齢者福祉センター（さざんか会館となり） 

  ●募集対象：市民活動拠点アクティブとっとり登録団体及び鳥取市内で活動するボランティア・ 

市民活動団体（ただし、団体登録が必要） 

  ●募集締切：8 月 28 日（月） 

  ●募集団体数：30団体程度 

（○活動紹介展示・販売ブース 10団体程度、○体験交流ブース 15団体程度、 

○飲食販売ブース 5 団体程度） 

  ●申込・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 



3 

◆「市民活動拠点アクティブとっとり」及び事務所の移転について◆ 

現在さざんか会館 2 階を拠点に設置しております「市民活動拠点アクティブとっとり」の機能及び当

センター事務所を同会館 1 階へ移転することとなりました。移転日が下記の通り決まりましたのでお知

らせ致します。移転日当日は事務所の電話などが繋がりにくい場合がありますのでご了承ください。 

 ●移転日：9 月 11 日（月） 

 ●移転先：さざんか会館 1 階 

 ●移転する機能：・市民活動拠点アクティブとっとり会議室、 ・団体専用ロッカー、 ・印刷機 

・コピー機、 ・レターボックス、 ・当センター事務所 

 

 

平成 29年度 トットリズム推進補助金 3次募集   〆切 9月 25日（月） 

 問合せ先：鳥取県元気づくり総本部元気づくり推進局参画協働課 電話 0857-26-7248 

対象：地域づくりに意欲があり、県内に事務所又は活動拠点を有する NPO、ボランティア団体、 

   住民主体の実行委員会、自治会等の地域住民組織、企業 

対象事業：○伝統・文化の保存や活用を図る事業  ○自然環境や景観保全を図る事業 

     ○地域資源を活かしたまちづくりを図る事業  ○安心・安全な地域づくりを図る事業 

     ○福祉・健康づくりを促進する事業  ○観光・地域間交流を促進する事業 など 

金額：・スタートアップ型…スタート支援・継続支援 10 万円（補助率 10／10） 

            …ステップアップ支援 30 万円（補助率３／４） 

 

 

家族介護者の集い“スマイル・スマイル”定例会 

日時：9 月 20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：懇談会（自分の知らないサービスがあるかも） 

対象：介護に関わるご家族、介護に関心のある方等 

 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 

 

映画「母の身終い」上映会 

不治の病に自分の最後の日を決めようとする母親と出所したばかりの一人息子。永遠の別れに直面し

た母と息子の絆を静かな眼差しで描いた感動ドラマ。 

日時：9 月 24日（日） ①10：30  ②14：00  

場所：鳥取県立博物館 講堂 

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 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。 
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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～ 

 先月の編集後記では、真最中だったウィンブルドン、この大会１セットも落としていない完全勝利の

フェデラーが優勝、どの試合も本当に強かったです。 

夏休みも半分終わりましたね。昔は朝早くから、ラジオ体操に行く子どもたちの声が賑やかに聞こえ

ていましたが、今は子どもたちの数も減ったのか、静かなので今でもラジオ体操はやっているのかな?

まだまだ残暑が厳しいですが、この暑い夏をなんとか乗りきりましょう。（Ｔ．Ｙ） 

 

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、昨年度から実施しています。 

前任者の後を引き継ぎ、今年度第１回目の訪問は、「NPO 法人ハー 

モニィカレッジ」におじゃましました。数ある登録団体の中で、今回 

訪問しようと思ったきっかけは、今年度「JT  NPO 法人助成事業」 

で空山ぼくじょうようちえん「ぽっか」の“ゆうやけ広場”事業と、 

「市民まちづくり提案事業」では“コソダテゼミナール”事業の助成 

を受けられており、団体の活動拠点である空山ポニー牧場を実際に見 

学したくなったからです。 

ちょうど夏休みに入り、ぼくじょうようちえんはお休みでしたが、夏休みポニーキャンプをしてい

るということで、キャンプ最終日に見学させていただきました。キャンプは２泊３日、馬の世話から、

馬小屋の掃除、乗馬など、一日中馬にふれあいます。今回は大阪など県外の子どもたちや地元の子ど

も 30 人と大学生のスタッフが参加していました。みんなそれぞれお気に入りの馬がいるようで、馬

に乗る順番を決め、さあ乗馬の時間です。リピーターも多く、10 回以上キャンプに参加している子

は馬に乗る姿もカッコよかったです。今回初めて参加した子もいましたが、「馬に乗れて楽しい。ま

た来たい。」と嬉しそうに話してくれました。突然訪問したにも関わらず、お忙しい中、スタッフの

皆様には快く対応していただきありがとうございました。今後の活動も楽しみにしています。 

 

 

こんにちは！とりぼら隊訪問事業 

 

一番人気の“ノエル”順番決めに 

乗りたい子が集まります。 

 

“玉さぶろう”を乗りこなし、走る姿

がカッコよかったです！ 

 


