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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 170 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 10 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：150 団体 

NPO 法人認証・申請状況 

・認証されている団体：109 団体 → 県：282 団体（39%） 

・申 請 し て い る 団 体：1 団体  .→ 県：1 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 

 

 

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 

★活動紹介＆販売ブース★ 

団体紹介パネル展示、来場者への個別相談などの紹介ブー

ス及び加工品、オリジナルグッズなどを販売します。 

★交流体験ブース★ 

 お手玉遊び、木のおもちゃ、AED、点字、音訳体験など

団体の活動を体験できます。 

★飲食販売ブース★ 

 ほっとひと息、コーヒー、スイーツなど販売します。 

七福蕈鍋（きのこ汁）で 

温まろう♪ 限定 200 食！ 

  焼き芋 無料配布♪ 

※数に限りがあります。 

鳥取米・スイーツ詰め合わ

せ・砂丘らっきょう等 

盛りだくさん！ 

様々な市民活動団体が展示、販売、交流体験を行います。

「来て」「見て」「体験」してみませんか。 
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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：11 月  8 日（水） 14：00～15：15 ／ 11 月 18 日（土） 10：30～11：45 

11 月 30 日（木） 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：11 月 21日（火） 1 部 18：30～19：15 ／ 2 部 19：15～20：00 

11 月 29 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） 

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：11 月 15日（水） 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）  

  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 

 

◆はじめてみませんか？～ボランティア入門講座～in河原～ 

日時：11 月 28日（火） ①10：00～11：15  ②13：30～14：45 ※参加費無料 

   ①②いずれも内容は同じです。ご都合のよい時間帯にご参加ください。 

 場所：河原町老人福祉センター（鳥取市河原町渡一木 277-1） 

  対象：ボランティア・市民活動に興味・関心のある方 

 申込先：鳥取市ボランティア・市民活動センター河原町分室 電話 0858-76-3125  

 

◆はじめてみませんか？～ボランティア入門講座～in佐治～ 

日時：11 月 29日（水） ①10：00～11：15  ②13：30～14：45 ※参加費無料 

   ①②いずれも内容は同じです。ご都合のよい時間帯にご参加ください。 

 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：ボランティアの心構えからボランティア活動先の探し方を分かりやすく説明します。 

 対象：ボランティア・市民活動に興味・関心のある方 

 申込先：鳥取市ボランティア・市民活動センター佐治町分室 電話 0858-76-3125  

 

 

 

 

 

            ～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              ご協力ありがとうございました。 
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2018年度 JT NPO助成事業（通常助成）  〆切 11 月 10日（金）   

 問合せ先：日本たばこ産業株式会社 CSR 推進部 社会貢献室 電話 03-5572-4290 

 対象事業：非営利法人が日本国内において地域社会の核となって実施する、地域コミュニティの再生 

と活性化につながる事業 

  対象者：①公益性を有し非営利法人であること。 

     ②2017 年 8 月 31 日時点で、法人格を有して 1 年以上の活動実績を有すること。 

     ③法人の設立目的や活動内容が、政治、宗教、思想に偏っていないこと。 

     ④反社会的勢力でないこと、または反社会的勢力と密接な交友関係を有する法人でないこと。 

 助成金額：上限 150万円（45 件程度） 

 

 

鳥取 JAZZ 2017 

 期間：11月 3 日（金・祝）～5日（日） 

 内容：・ジャズ×アート展 11/3～5 10：00～18：00 ＠ギャラリーそら 

    ・鳥取まちなか JAZZ 11/3（金・祝）11：00～17：00 

     ＠JR 鳥取駅構内、スターバックスコーヒーシャミネ鳥取店、バードハット、 

サンロード路上、本通り路上、若桜街道路上 

     ・鳥取 JAZZ セッションナイト 11/3（金・祝）19：30～22：00 ＠After Hours 

     ・鳥取 JAZZ ブルースナイト 11/3（金・祝）18：30～21：30 ＠Bar Matchbox 

     ・鳥取 JAZZ ANNEX 11/4（土）11：00～15：00（20 分程度 3 回）＠砂の美術館 

        ・鳥取 JAZZ 2017 SPECIAL LIVE 11/4（土）19：30～22：00 ＠After Hours 

  主催・問合せ先：鳥取 JAZZ 実行委員会 電話 0857-29-1075 

 

家族介護者の集い“スマイル・スマイル”定例会 

日時：11 月 15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（特別養護老人ホームの入所状況等） 

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 

 

スペイン映画「ミツバチのささやき」上映会 

一人の少女が体験する、現実と空想の世界。スペイン・フランコ独裁政権下で撮られた。少女役のアナ・

トレントの天才的な演技と繊細な描写による映画史上に傑出した作品。スペインのある小さな村に『フ

ランケンシュタイン』の巡回上映がやってくる。６歳の少女アナはスクリーン上の怪物を精霊と思い、

姉から怪物は村外れの一軒家に隠れていると聞いたアナは、ある日、その家を訪れる。そこでひとりの

謎めいた負傷兵と出会う……。 

日時：11 月 26日（日） 14：00～  

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 
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鳥取市ボランティア・市民活動センターからのお知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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～ 

 以前見たテレビ番組で、“日本一美しい川”として高知県の仁淀川(によどがわ)の紹介がされていま

した。仁淀川の最大の魅力はその“青さ”。「青の神秘」、「仁淀ブルー」といわれ、神秘的なその青さを

自分でも確かめたくて行ってきました。ほんとうにその“青さ”に偽りないです!! 青の色がとても濃い

中でも遠くの岩までしっかりと見えているのでその透明度がよくわかりました。“仁淀ブルー”みなさ

んも機会があればその“青さ”確かめてみてください。（Ｔ．Ｙ） 

 

 

鳥取市ボランティア・市民活動センター（以下

「センター」）では、市民活動に関心がある方、こ

れから取り組んでみたい方を対象にした活動入門

冊子「とっとりボランティア 21」を発行してい

ます。 

冊子は、基礎入門編、募集情報編、活動グルー

プ・団体編、NPO 編の全 4 冊あります。 

 基礎入門編は、はじめてボランティア活動に取

り組む方向けの冊子で、ボランティアの心構えな

どを紹介しています。 

 具体的に活動をはじめたい方向けの冊子は、活

動グループ・団体編、募集情報編です。 

 活動グループ・団体編では、センター登録団体

の 141 団体を分野別に掲載しています。グルー

プに加入して、仲間と一緒に活動してみたい方、

どんな市民活動、ボランティア活動があるかを知

りたい方向けの冊子になります。 

 募集情報編では、市内のボランティア受入施設

を紹介しています。教育、文化、福祉関係等の計

118 施設を掲載しています。施設ごとに演芸ボラ

ンティア、環境整備、話し相手など様々なボラン

ティアを募集しています。 

 活動グループ・団体編、募集情報編の冊子は、

さざんか会館1階ロビーに置いておりますのでご

自由にお持ち帰りください。センターホームペー

ジでも募集情報編、活動グループ・団体編の内容

を閲覧できます。（アドレスは右記記載） 

 

  

  

はじめてボランティア活動に取り組みたいとお

考えの方には、センター主催の「ボランティア入

門講座」の受講をお勧めしています。「ボランティ

ア入門講座」（毎月 3 回開催）では、心構えから、

自分にあった活動の選び方、活動先の探し方など

を分かりやすく説明しています。 

開催日時は2ページに掲載しておりますのでご

覧ください。 

 ボランティアに関するご相談は随時受け付けて

おりますので、お気軽にセンターまでお問合せく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～これからボランティア活動を始めたい方に～ 

 

・募集情報編 

http://www.tottoricity-syakyo.or.jp/tvc/volu

nteer-npo/facilities/ 

・活動グループ・団体編 

http://www.tottoricity-syakyo.or.jp/tvc/acti

ve-tottori/dantai/ 

http://www.tottoricity-syakyo.or.jp/tvc/volunteer-npo/facilities/
http://www.tottoricity-syakyo.or.jp/tvc/volunteer-npo/facilities/
http://www.tottoricity-syakyo.or.jp/tvc/active-tottori/dantai/
http://www.tottoricity-syakyo.or.jp/tvc/active-tottori/dantai/

