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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 174 号 
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鳥取市のボランティア・市民活動状況【2018 年２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：1 団体  .→ 県：2 団体 

   

 

 

201８． 

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 

 

 

・とても嬉しい気持ちになりました。 

・他団体と交流ができてよかった。 

・ふだんの交流の無い団体と話がはずんだ。 

・情報収集が出来た。いろんな情報を得られた。 

・今まで耳に入らなかった事柄が今回得ることができた。 

・他の団体の活動を聞く（知るとは違う）のは、力になる。 

・色々な活動（問題など）があることを、改めて認識しました。 

第 7 回目となる「わいわい交流会」を開催しました。この交流会は団体同士、 

市民がお茶を飲みながら気軽に交流し、情報交換できる場として開催しています。 

今回は、雪が舞う寒い日にもかかわらず 10団体 15 名の参加をいただきました。 

はじめに、3 分以内で自己紹介いただきました。団体名は知っていても、具体 

的な活動や現状までは意外と知られていないものだと感じます。活動を重ねると 

変化が生まれ、設立当初には思ってもみなかった要望に対応されている団体もあります。互いの現状

を知ることは、新しい気づきの場でもあったのではないかと思います。 

自己紹介後は 3 グループに分かれて自由なテーマで情報交換をしました。ぐっと距離も縮まり、活

動を始めたきっかけは何だったのか、どこでどんな活動をしているのか等、具体的な話を聴くことで 

互いの活動への理解を深める時間となりました。話が弾み、「またこのメンバーで会おう！」と意気

投合したグループもあり、新しい仲間づくりの場となったようでした。 

課題もない自由な会話の中から、気づきが生まれ、新しいつながりが生まれることがあります。課

題や悩みを共有しあえ、普段出会う機会のない団体同士の横つながりができる場を、今後も設けてい

ければと改めて感じた交流会となりました。 

  

 

 

 

 

 

 

＊参加者アンケート＊ 
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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：3 月  3 日（土） 10：30～11：45  

3 月 8 日（木） 14：00～15：15 

3 月 30 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：3 月 27日（火） 1 部 18：30～19：15 ／ 2 部 19：15～20：00 

3 月 30 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） 

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：3 月 8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 

 

 

市民活動団体の備品保管場所としてご利用出来ます。 ※無料ですが団体登録が必要です。 

★利用期間：平成 30年 4 月 1 日（日）～平成 31 年 3 月 31日（日）（年度更新） 

★設置場所：さざんか会館 1 階 市民活動拠点アクティブとっとりスペース内 

★数と大きさ ：・特大ロッカー ･･･ 5 台（高さ 208cm×横幅 89cm×奥行 45cm） 

・大ロッカー① ･･･ 16 台（高さ 112cm×横幅 90cm×奥行 40cm） 

・大ロッカー② ･･･ 3台（高さ 121cm×横幅 80cm×奥行 40cm） 

・中ロッカー ･･･ 6 台（高さ 88cm×横幅 88cm×奥行 40cm） 

・小ロッカー ･･･ 15台（高さ 73cm×横幅 90cm×奥行 40cm） 

★申込締切：3 月 5 日（月） ※17：00 必着 

※申込多数の場合は 3 月 14 日(水)19：00 から抽選を行います。 

★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  

※団体専用ロッカー利用申請書にてお申込みください。 

平成 30 年度「団体専用ロッカー」の利用団体を募集します！ 

 

                   ◆受講者の声◆ 

・沢山の資料をいただきありがとうございました。 

・離職を機に今まで逆にお世話になっていたので、少しでもお返しできればと思い受講しました。 

 募集等をされている団体の情報を確認し車椅子介助等できたらと思います。 
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第 30回 NHK厚生文化事業団 地域福祉を支援する「わかば基金」   〆切 3月 30日（金） 

主催：社会福祉法人 NHK 厚生文化事業団 電話 03-3476-5955 

対象事業・金額：・支援金部門 1グループにつき上限 100 万円 

        ・リサイクルパソコン部門 1グループにつき 3台まで 

        ・災害復興支援部門 1グループにつき上限 100 万円 

対象：地域に根ざした福祉活動を行っているグループ、任意のボランティアグループまたは NPO法人 

 

 

 

家族介護者の集い“スマイル・スマイル”定例会 

日時：3 月 14日（水） 10：00～12：00  ※会費 200 円 

場所：さざんか会館 3階 栄養指導室（鳥取市富安二丁目 104-2） 

内容：調理実習（ソフト食を作ってみよう） 

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 

 

困り感を抱える子を支援する親の会／らっきょうの花  3月定例学習会 

期間：3 月 19日（月） 19：00～20：45 

場所：さわやか会館 3階（鳥取市富安二丁目 96） 

テーマ：子どもが学ぶ「性教育」 

講師：本家 勇子 先生他 

参加費：500円（非会員のみ） 

主催・問合せ先：困り感を抱える子を支援する親の会／らっきょうの花〔さいとう〕 

携帯 090-6832-8108 

 3 月の保護者おしゃべり会は、3月 21 日（水）13：00～15：00、 

さざんか会館 3 階 ボランティア室で開催します。参加費 150 円（非会員のみ） 

  

映画「人生フルーツ」上映会 

 津端修一さん 90歳、英子さん 87歳、風と雑木林と建築家夫婦の物語（ドキュメンタリー） 

日時：3 月 18日（日） ①10：30～  ②14：00～ 

 場所：鳥取市民会館 大ホール 

 チケット：一般前売 1,000 円（当日 1,300円）、小中高生前売 500 円（当日 800円） 

 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 

      用瀬人権文化センター 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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【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～ 

～編集後記～ 

◇◆活動団体紹介◆◇ 

災害食レスキュー１１４９ 

 ～災害弱者に関係される全ての方へ～ 

発災後ライフラインは止まります。健常者は公助の炊き出しで間に合います。 

災害弱者のみの食は間に合いません。自助を迫られています。というより自助 

でないと間に合いません。中山間地域の孤立、災害弱者の食支援、子ども食堂 

など「温災害食」のノウハウを訓練します。 

喫食対象者、食品のニーズなど個別の対応が迫られています。そこで代替シ 

ステムの開発を「災害コンロ」を主体に「外部給電気」と組み合わせ対応しま 

す。お湯を沸かし炊飯、調理できます。野菜不足解消には山野草の天ぷら、温 

野菜調理開発しました。冷たい食事、飲み物が続くと健康 2次被害、災害関連 

死が懸念されます。 

災害食のみならず、レスキュー活動は女性、子どもでも対応できる「神力（JINRIKI）レスキュー」

訓練します。ガレキ、悪路、坂道、階段昇降などで「人 物 食 ココロを運びます。「自炊 5 点セット」

「給水タンク」「支援物資」「ケガ人」などリヤカーの代わりに運びます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

凍てつくような厳寒期の夜、南の夜空を見てまず目にとまるオリオン座の三つ星。三つ星を結んだ線

を東へ伸ばしたところにひときわ輝く星が、シリウスです。シリウスの別名は Dog Star（犬の星）。

今年の干支にちなんで、探してみるのもいいですね。それにしても立春の大寒波は大変でした。昨年の

経験を生かし、除雪作業も素早く対応していただいたおかげで比較的交通渋滞も少なかったのは良かっ

たのですが、そろそろ雪にも飽きたかな。（T．Y） 

 

 

 

 

 

問合せ先：災害食レスキュー1149 災害食インストラクター 田中廣 携帯 090-1010-8419 

 

災害食にチャレンジ！毎月開催しています。 
災害コンロの起動も学びます。 

車椅子を押すだけではありません。女性、子ども 

でも軽々運べます。 

災害食レスキューのノウハウを伝えます。まず自分が助かる術を学び、家族を助けます。 

栄養士、介護士さんを「ノウハウ」でサポートします。 

災害インストラクター養成講座 


