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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 171 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 11 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：151 団体 

NPO 法人認証・申請状況 

・認証されている団体：111 団体 → 県：283 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 

市民活動フェスタは、鳥取市内で活動する市民活動団体が大集合し、展示紹介や販売、

交流体験を通じて市民活動団体と市民が気軽に交流できるイベントです。お子さまから大

人まで楽しめる催しが盛りだくさんです。素敵な景品が当たる大抽選会も開催します。 

皆様のご来場をお待ちしております！入場無料、手話通訳があります。 

日時：11 月 25 日（土） 

         13:00～15:30 

場所：鳥取市高齢者福祉センター 

      （さざんか会館隣り） 

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、写真展示、ミニフリーマーケット及

び加工品、オリジナルグッズ、被災地支援グッズ

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、点訳・音訳体

験、ワイヤークラフト、手話体験、開運お手玉ボ

ード、盲導犬とのふれあい、モンゴル文字体験、

発達障がい疑似体験、JINRIKI 体験、災害食試食、

真向法体操体験など。 

飲食販売ブース 

 コーヒー、クッキー、スイートポテト、おでん、

野菜など販売します。 

オープニングイベント 

チェロアンサンブル♪ 

チャリティー七福蕈鍋（きのこ汁） 

  ①14:00～ ②14:30～ 各回 100 食限り 

焼き芋 無料配布♪ 

①14:15～ ②14:45～ ※数に限りあり 

15:00～ 2 階体育館ステージ 

 鳥取米・スイーツ詰め合わせ・お食事券・ 

砂丘らっきょうなど盛りだくさん！ 
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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：12 月  5 日（火） 19：00～20：15  

12 月 15 日（金） 10：30～11：45 

12 月 25 日（月） 14：00～15：15   

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

12 月 21 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 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：12 月 7 日（木） 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 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 

 

 

平成 30年度 TSKグループ伝統芸能助成金  〆切 12月 20日（水）  

 問合せ先：山陰中央テレビジョン放送株式会社  電話 0852-20-8888 

 対象事業：地域伝統芸能の保存と継承に資する次の事業とする。 

      （1）地域伝統芸能に関する保存・継承事業 

      （2）地域伝統芸能に関する修復事業 

           （3）地域伝統芸能に関する行事等実施事業 

      （4）その他、地域伝統芸能に寄与する事業 

 対象者：島根県・鳥取県に活動の本拠を有する団体 

 助成金額：1 事業につき上限 30 万円 

・ボランティアに対する思いが強まった。是非これから色々な施設のボランティアや見学

を行っていきたいと思った。 

・情報の多さに感動しました。 

・ボランティアの受入情報があり良かったです。 

・資料をじっくり見てみたい。 

・具体的なボランティア活動について考えることができ、今後のライフワークに取り入れ

ていきたいと思った。 
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ギターアンサンブル・アミーゴ WINTER CONCERT 2017 

期間：11 月 25日（土） 開場 13：30 開演 14：00 ※入場無料 

場所：鳥取ルーテル教会   ※紅茶のサービスがあります。（協力 鳥取紅茶の会） 

演奏曲目：岡野貞一メドレー、The Road to Lisdoonvarna、Storia（歴史ヒストリアテーマ曲） 

     ターフェルムジーク、最後のトレモロ、Yesterday、風の丘（魔女の宅急便より）、 

     花のワルツ 他 

主催・問合せ先：ギターアンサンブル・アミーゴ〔岸〕携帯 090-6408-2452 

 

社会福祉法人「鳥取いのちの電話」公開講座 「認知症への正しい理解と効果的な予防」 

 日時：12月 3 日（日）13：30～15：00（開場 13：00）※入場無料・申込不要 

 場所：とりぎん文化会館 第 1 会議室（鳥取市尚徳町 101-5） 

 講師：鳥取大学医学部保健学科生体制御学講座 環境保健学分野・教授 浦上 克哉 氏 

 主催・問合せ先：社会福祉法人 鳥取いのちの電話 電話 0857-29-6556〔平日正午～午後 4 時〕 

 

家族介護者の集い“スマイル・スマイル”定例会 

日時：12 月 13日（水） 10：00～12：00  ※会費 200 円 

場所：さわやか会館 3階 第 1 研修室（鳥取市富安二丁目 96） 

内容：「本人にとって望ましい看取りとは」 鳥取市立病院総合診療科医長 懸樋 英一 先生 

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 

 

維新の魁－鳥取藩飛翔－ エピソード 9「官軍の魁～荒尾駿河の大英断～」上映会 

 最近発見された、薩長同盟が軍事同盟であったことが明らかになった龍馬の手紙、西郷隆盛が土倉修

理之介に送った手紙を盛り込むなど、最新情報に基づいた脚本。西郷隆盛のひ孫の西郷隆夫さんが隆盛

役を好演！ 

●完成記念上映会～出演役者・スタッフの舞台挨拶があります～ 

大河ドラマ西郷どんが 10 倍楽しい！これであなたも薩摩に行きたくなる！ 

日時：12 月 17日（日）13：00～16：00  ※入場無料 

場所：鳥取県立博物館 2 階 講堂 

●一般上映会 

日時・場所：12 月 19日（火）10：00～12：00 

         20日（水）14：00～16：00 

         24日（日）10：00～12：00、14：00～16：00 

         27日（水）10：00～12：00、14：00～16：00 

料金：500 円 

主催・問合せ先：映画「維新の魁－鳥取藩飛翔－」製作委員会〔森本〕携帯 070-5676-0593 

 

 

 

 

                ～収集ボランティアのお礼～ 
 

●古切手  栗田 輝子 さま   ご協力ありがとうございました。 

さざんか会館 1 階 

アクティブとっとり会議室 
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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～ 

 松葉ガニ、親ガニ漁が解禁となり、いよいよ冬到来です。 

いよいよ１１月２５日開催の市民活動フェスタも近づいてきました。今年はさざんか会館となりの高齢

者福祉センターを会場に行います。登録団体２９団体が様々なブースを企画しています。この時期、各

地で様々なイベントが目白押しですが、多くの皆さまの参加をお待ちしています。（Ｔ．Ｙ） 

 

 

 

まず初めに舞台裏をのぞくと、衣装に着替え中。衣装の甲冑は手作りで、普段の活動のほとんどは

甲冑製作で、この甲冑が紙でできているとは驚きです。次に侍です。ちょんまげをつけ、刀を差すと

身も心も侍になるそうです。さあ準備が整い、ロケが始まります。場を大阪城と見立て、監督の指示

により撮影が始まりました。緊張の中、何度か練習をし本番です。監督の OK がでると、そばで見て

いただけの私もふぅ～と息がもれ緊張していたみたいです。初めて見る撮影現場、見るものすべてが

新鮮でとても楽しかったです。1 シーンですが、私も照明を担当させてもらいました。 

今回の撮影がどんな形で編集されて映画になるのか、今からとても楽しみです。この映画は、エピ

ソード 10 で完成、来年はいよいよ最後の１本です。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。 

今年度第 2回目の訪問は、映画「維新の魁-鳥取藩飛翔-」製作委

員会です。エピソード 9「官軍の魁～荒尾駿河の大英断～」のロケ

を、鳥取藩主であった池田家の菩提寺の興禅寺で行うということで、

早速そのロケ現場に潜入してきました。 

 

こんにちは！とりぼら隊訪問事業 

 映画「官軍の魁～荒尾駿河の大英断～」ロケ現場に潜入 

ちょんまげを付けたら、気持ちも 

侍に切り替わります 

 

衣装の着付け中、甲冑も手作りです 

 

監督の指示により、立ち位置、動き

の確認 

 

「官軍の魁～荒尾駿河の大英断～」完成記念無料上映会 出演俳優の舞台挨拶があります。 

 日時：12月 17 日（日）13:00～16:00 場所：鳥取県立博物館２階講堂 ※入場無料 

 

～編集後記～ 


