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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 172 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 1２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：11２団体 → 県：284 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 

 

 

・初めての参加です。このような会とは知りませんでした。毎年参加したいと思いました。活動の様子

がよく分かりました。 

・いろんな所を見学して楽しかったです。また来年も来ます。おいしいものもありよかったです。 

・普段こんな機会に出会わないのでとても楽しかった。 

・知らない活動があり、勉強になった。 

・鳥取市全体にもう少しアピールしてほしい。 

・子どもの遊ぶ場所が沢山あってよかった。 

8 回目となる「市民活動フェスタ」を鳥取市高齢者福祉センターで開催しました。実行委員、参加団体、

協賛企業をはじめ多くの方のご協力を得て無事終了することができました。 

オープニングはアモーレ鳥取ボヌッチの会による素敵なチェロアンサンブルでスタートを切りました。

続いて参加団体による個性豊かな団体紹介の後、29 団体が、体育館、会議室、野外に分かれ、交流体験、

販売、相談、活動展示を通じて活動を PR しました。来場者からは、「体験させてもらい嬉しかった」「楽

しみが満載で毎回すばらしく思う」といった意見をいただきました。来場者、参加団体も共に楽しみなが

ら交流し、市民活動を広く紹介できる貴重な機会となりました。 
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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：1 月  4 日（木） 14：00～15：15  

1 月 6 日（土） 14：00～15：15 

1 月 16 日（火） 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：1 月 24日（水） 1 部 13：30～14：15 ／ 2 部 14：15～15：00 

1 月 30 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 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：1 月 19日（金） 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 

 

・丁寧な説明ありがとうございます。自分自身積極的にボランティア活動に取り組んで 

いけれたらと思います。 

・参加して良かったです。 

・大変参考になりましたので明日から具体的に考えてみたいと思います。 

            ◆年末年始のお休みについて◆ 

 センター及びセンターが管理運営を行う市民活動拠点アクティブとっとりは、年末年始の期間 

お休みさせていただきます。さざんか会館が休館となりますので、ご注意ください。 

◆休館日  2017 年 1２月 29 日（金）～2018 年 1 月 3 日（水） 

～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 

生田 和子 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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公益信託「とりぎん青い鳥基金」   〆切 1月 31日（水） 

問合せ先：株式会社 鳥取銀行 ふるさと振興本部 

 対象：鳥取県内に住所を有し、かつ鳥取県内で芸術、文化、体育等の分野における社会教育活動を行 

う青少年団体、又は鳥取県の地域文化、芸術文化の振興に寄与する団体 

 金額：1団体 50 万円以内 

 

 

家族介護者の集い“スマイル・スマイル”定例会 

日時：1 月 17日（水） 10：00～12：00  ※会費 200 円 

場所：さざんか会館 2階 教養娯楽室（鳥取市富安二丁目 104-2） 

内容：リラックス体操（JA んぐる） 

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 

 

一歩を踏み出す勇気が出る！女性アスリート活躍推進セミナー 

たちあがるチカラ～いつかはきっとできる～ 

期間：1 月 20日（土） 講演 13：30～15：00 実技 15：30～16：30 

場所：・講演 鳥取市さざんか会館  大会議室 ・実技 鳥取市高齢者福祉センター 体育館  

講師：別所キミヱさん（リオパラリンピック卓球日本代表選手） 

定員：200 名（申込先着順で定員になり次第締切）入場無料・手話通訳あり（講演のみ） 

主催・問合せ先：一般社団法人鳥取県障がい者スポーツ協会 

電話 0857-50-1071 FAX0857-50-1074 

 

パレスチナ映画「オマールの壁」上映会 

 壁によって分断された街、パレスチナ自治区で生きる若者たちの無情な現実 

日時：1 月 28日（日） ①10：30～  ②14：00～ 

 場所：鳥取県立博物館 講堂 

 入場料：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 

 

女性と子どもの視点から考える避難計画～原発事故！そのときあなたは？～ 

 日時：1月 28 日（日） 13：00～16：00 （開場 12：30） ※参加費無料 

 場所：ヴィレステひえづ（ヴィレステホール）※手話あり・託児あり（1/17 までに要申込） 

 内容：「東日本大震災と原発事故に被災して」13：00～ 

    森松明希子さん（東日本大震災避難者の会 Thanks＆Dream 代表） 

    「市民参加による原子力防災」14：00～ 

    ～兵庫県篠山市の安定ヨウ素剤事前配布の取り組み等を通じて～ 

    玉山ともよさん（兵庫県篠山市原子力災害対策検討員会委員） 

    トークセッション（会場との意見交換）15：20～ 

 問合せ先：原子力防災を考える県民の会〔山中〕 携帯 080-6173-1318 
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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～ 

車を運転していると、昼間なのになんておおきな月だろうと思ったら、翌日の朝のニュースで、その日の夜

がスーパームーンだったと知りました。夜は気が付かなかったので曇っていたのかな？来年は１月２日、新年

早々にスーパームーンが見えるみたいですよ。 

さて、先月開催した「市民活動フェスタ in とっとり」、いつもと違う会場で外テントも沢山あり、準備等心

配していましたが、無事に終了することができました。次回に向け、課題もいろいろありますが、開催にあた

りご尽力いただいた実行委員、スタッフ、ボランティア、参加団体の皆さん、そしてご来場いただいた市民の

皆さん、更には景品提供いただいた協賛企業の皆さん本当にありがとうございました。（Ｔ．Ｙ） 

 

 

 

 

 

 

 

～編集後記～ 

「2017 市民活動フェスタ in とっとり」写真館 

 
～11 月 25 日（土）に開催した市民活動フェスタの様子を写真でご紹介します～ 

工夫を凝らした展示で活動を PR！           熱心に活動を紹介！当日入会があった団体もありました。 

 

 

野外ブースではおもてなしブースの他、災害食試食、JINRIKI 体験、おでん販売などがあり人気を集めていました。 

子ども達が参加できる体験ブースもたくさん！お手玉遊びやレクリエーション、手話体験、 

点訳・音訳、アナログゲームなどに楽しみながら参加してもらうことができました。 

体育館内外では団体手作りスイーツ等の販売、パネル展示紹介、相談、AED 体験を通じて市民との交流を行いました。 


