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鳥取市のボランティア・市民活動状況【2017 年 9 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：149 団体 

NPO 法人認証・申請状況 

・認証されている団体：110 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 

 

 

特定非営利活動促進法が平成 10 年に施行されてから、県内では 329（H29.9.1 現在）の法人が

設立されています。その内 40 団体が解散しました。今年に入ってからは 6 団体が解散しています。 

団体の解散には様々な理由があります。仲間の減少、事務手続きや運営の大変さによる解散。法人

である理由がなくなり、自分達にとって活動しやすい形態に戻りたいなどの前向きな解散もありま

す。NPO 法人解散には正式な手続きが必要となります。 

この講座では、NPO 法人の解散手続きや、実際に法人を解散し、現在任意団体として活動を継続

されている方にお話しいただきます。 

NPO 法人解散を検討されている方、興味・関心のある方、NPO 法人設立をお考えの方も、ぜひご

参加ください。 

 
●日時：10 月 17 日（火）10：00～11：30 ※受講料無料 

●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 1階） 

●内容：○講義「NPO法人解散手続きについて」 

      講師：鳥取県東部振興監東部振興課職員 

    ○体験発表「NPO 法人解散の経緯や留意点など」 

      発表者：鳥取コミュニティシネマ 代表 清水 増夫 氏 

●定員：20名（先着順） ※事前にお申込みください。 

●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 
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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：10 月  5 日（木） 14：00～15：15  ／ 10 月 16日（月） 19：00～20：15 

10 月 27 日（金） 10：30～11：45   

 場所：さざんか会館 1 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：10 月 25日（水） 1 部 18：30～19：15 ／ 2 部 19：15～20：00 

10 月 31 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 1 階 相談コーナー（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：10 月 11日（水） 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 相談コーナー（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 

 

◆生活支援ボランティア研修会 in佐治 

 住民の“ちょっと困った”に応える支え愛のしくみを紹介します!! 

日時：10 月 27日（金） 13：30～15：00  

 場所：佐治町老人福祉センター（鳥取市佐治町加瀬木 2171-2） 

 内容：「困ったときのお助け隊!! 住民の生活を支える地域登録ボランティアの取組み」 

    ゲスト：用瀬町 SOS 隊 事務局 金谷 達美 氏 

 対象：地域の福祉関係者、興味関心のある方ならどなたでも参加できます。 

 定員：20名（要申込／先着順）※参加費無料 

  

 

第 28回コメリ緑資金    〆切 10月 31日（火） 

 問合せ先：公益財団法人コメリ緑育成財団 電話 025-371-4455 

対象事業：①緑化植栽活動…花や緑にあふれるふるさとづくりを目的とした、道路沿いや公園隣地な

どで行う「花いっぱい運動」など、地域住民が自ら行う植栽活動 

      ②自然環境保全活動…緑豊かなふるさとづくりを目的とした、山林や河川敷、里地里山な 

どで行う自然環境の保護保全活動や整備、植樹活動 

対象者：営利を目的としない法人・団体であること。 

金額：申請金額の上限は特別設けていないが、活動内容と照合し、他の活動団体との相対評価とする。 
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～中嶋須美子さんの語るふる里とっとりの民話～ 

 鳥取弁を大切にした温かい昔ばなしを語っていただきます。 

 日時：10月 1 日（日）10：30～11：30 

 場所：鳥取市立中央図書館 多目的ホール 

 内容：鳥取の民話（一斗八升の米・さきざきさん 他） 

  対象：大人 

 定員：40名（事前にお申込みください） 

申込・問合せ先：絵本の読み聞かせぞうさんの会〔奥村〕電話・FAX0857-26-5728 

        鳥取市立中央図書館〔児童担当〕電話 0857-27-5182 FAX0857-27-5192 

 

明治維新 150年プレイベント原口泉先生講演会「西郷どんと鳥取藩」 

来年の大河ドラマ「西郷どん」で時代考証を務める原口泉先生が、西郷どんと鳥取藩のかかわりを解

説。鳥羽伏見の戦いで官軍勝利の要因となった鳥取藩の活躍が明かされ、真実の幕末史が蘇る！ 

日時：10 月 15日（日） 10：00～13：00 

場所：鳥取県立図書館大会議室 

対談：森本 良和（維新の魁～鳥取藩飛翔～映画監督） 

主催・問合せ先：鳥取歴史振興会〔森本〕携帯 070-5676-0593 

 

家族介護者の集い“スマイル・スマイル”定例会 

日時：10 月 22日（日） 13：30～15：00  ※会費 200 円 

場所：鳥取市立中央図書館 2 階 多目的室 

内容：「地域医療の話」鳥取大学医学部 地域医療学講座教授 谷口 晋一  

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 

 

古宇田亮順さんの たのしい♪パネルシアター 

 日時：10月 14 日（土） 

    ①親子向け パネルシアターおはなし会 10：30～11：30（定員 50 組） 

    ②大人向け パネルシアター研修会 14：00～16：00（定員 100 名） 

 場所：鳥取市役所駅南庁舎地下第 5 会議室 

申込・問合せ先：ねぇよんでの会〔奥村〕電話・FAX0857-26-5728 

        鳥取市立中央図書館〔児童担当〕電話 0857-27-5182 FAX0857-27-5192 

            ～収集ボランティアのお礼～ 
 

●古切手 栗田 輝子 さま         

     若葉台地区社会福祉協議会 さま 

          ガールスカウト鳥取県第 1 団 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 1 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～ 

アモーレ鳥取ボヌッチの会（イタリアの会） 

アモーレ鳥取ボヌッチの会（イタリアの会）は、来る 10 月８日（日）14 時～とりぎん文化会館

小ホールで弓場 徹（テノール）&松浦ふさ代（チェロ）のジョイントコンサートを開催します。 

2 人ともイタリア留学の経験があり、イタリアの会にふさわしく、イタリアのベルカントや奏法を

取り入れてイタリアと鳥取の親善交流と鳥取の音楽文化の興隆を目的として行います。 

弓場徹氏は世界が認めた歌唱発声法「YUBAメソッド」を確立し、NHK「あさイチ」、フジテレビ

「ホンマでっか」、日本テレビ「所さんの目がテン」、「生活ほっとモーニング」などの出演や、多くの

著書もあり、全国的に有名です。音痴を治すだけでなく、認知症、声の出し方などの講座も多く行っ

ています。 

今回は、イタリア歌曲の他、童謡唱歌の鳥取にちなんで日本歌曲も演奏します。歌とチェロの楽し

いひとときを楽しんでいただけたらとご来場をお待ちしています。 

 

アモーレ鳥取ボヌッチの会 

（イタリアの会） 

電話 0857-22-5008〔松浦〕  

携帯 090-3880-4502〔大黒〕 

＊連絡先＊ 

本会はイタリアの巨匠 故アルトゥーロ・ボヌッチ

氏が鳥取の自然美を日本一と賛美したことから、

2005 年に立ち上げた会で、その後、実弟の巨匠ヴ

ァイオリニスト ロドルフォ・ボヌッチ氏を時々招聘

しています。また 2015 年「鳥取とイタリアの音楽

交流の軌跡」のパネル展を、昨年にはボヌッチ音楽祭

「イタリア歌曲を楽しもう」を開催し、鳥取の皆様に

イタリアとの交流を紹介しています。 

日頃は会員の親睦を図ることも行っています。 

ご入会をお待ちしています。 

 

昨年に続き、今年も広島カープは強いですね。ソフトバンクも一人勝ちだし…。野球観戦に行きたい

のですが、暑いときは行きたくないので、ここ近年は、オープン戦で我慢しています。でもちょっと涼

しくなったので、観光も兼ねてどこかの試合を観戦しに行くのもいいかな。お好み焼きもいいし、もつ

鍋も食べたいな…結局メインが野球じゃないんかい!?と一人つっこみをしてますけどね。（Ｔ．Ｙ） 

 


