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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 177 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【2018 年 5 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：143 団体 

NPO 法人認証・申請状況 

・認証されている団体：112 団体 → 県：287 団体（39%） 

・申 請 し て い る 団 体：0 団体  .→ 県：0 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 

 

 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、「イベントボランティア」の登録制

度を設けています。 

イベントボランティアとは、一日または半日程度の単発的なボランティア活動です。具体的には、 

車椅子介助、納涼祭のお手伝い、イベント受付などのお手伝いをするイベント全般の活動と、講演会、

研修会などで参加者のための託児をする託児ボランティアの活動です。 

イベントボランティアは登録制で、登録後ボランティア募集のご案内をします。その中からご都合

のよいものに参加をいただくという仕組みです。継続的にボランティア活動をするのが難しい方、一

年に数回程度活動がしてみたい方、無理のない形でボランティアをはじめたい方などに最適です。は

じめてボランティア活動に取り組む方は、安心して活動いただけるよう、センター主催の「はじめて

みませんか？～ボランティア入門講座～」を受講後登録いただいております。みなさまのご登録をお

待ちしています。お気軽にお問合せください。 

活動のしくみ 

依頼団体 
ボランティア・市民活動センター 

活動参加 

依頼 

申込み 

登録者 

※登録後、安心してボランティア活動に参加していただけるよう鳥取市社会奉仕活動等補償制度に加入していただきます。

（費用は鳥取市が負担） 

①センターにイベント・イベント託児ボラン

ティア登録をしていただきます。 

②登録後、センターに依頼が入ると登録ボラ

ンティアに詳細について連絡をします。 

③詳細を確認し、ボランティアに参加できる

場合はセンターに申込みをしてください。 

連絡 
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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：6 月  7 日（木） 14：00～15：15  ／ 6 月 18日（月） 10：30～11：45 

6 月 30 日（土） 13：00～14：15  ※事前にお申込みください。 

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

6 月 29 日（金） 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：6 月 13日（水） 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 

  

 

鳥取県震災復興活動特別支援事業補助金（災害に強い地域づくり支援型）  随時受付  

 問合せ先：鳥取県中部地震復興本部事務局 電話 0858-23-3292 

対象事業：コミュニティの強化による災害に強い地域づくりを進める取り組み 

対象団体：震災からの復興や災害に強い地域づくりに意欲があり、県内に事務所又は活動拠点を有す

ること（法人格の有無は問わない） 

金額：上限 10 万円 ※最終〆切は平成 31年 3 月 1 日 

 

平成 30年度トットリズム推進補助金（2次募集）  〆切 7月 2日（月） 

問合せ先：鳥取県元気づくり総本部元気づくり推進局参画協働課 電話 0857-26-7248 

 対象：地域づくりに意欲があり、県内に事務所又は活動拠点を有すること（法人格は問わない） 

 対象事業：・地域資源を活かしたまちづくりを図る事業 ・伝統・文化の保存や活用を図る事業 

      ・自然環境や景観保全を図る事業  ・安心・安全な地域づくりを図る事業 

      ・福祉・健康づくりを促進する事業  ・地域内、地域間交流・人材育成を促進する事業

金額：○スタートアップ型 

・スタート支援／継続支援 上限 10万円 ／・ステップアップ支援 上限 30 万円 

     ○トットリズム推進型 上限 100万円 

     ○交流サロン活動等支援型 上限 100 万円 ・新たな地域課題対応加算 上限 30 万円 
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平成 30年度 手話講習会（入門講座）受講生募集 

期間：6 月 14日～9月 27 日 週 1 回木曜日 計 15 回（休みの週あり） 18：30～20：00 

場所：さわやか会館 3階（鳥取市富安二丁目 96） 

受講料：無料 ただし、テキスト代 1,000 円が必要です。 

定員：25 名 ※受講条件 中学生以上の初心者 

申込期間：5 月 14 日（月）～定員になり次第終了 

申込・問合せ先：久松手話サークル〔星見〕電話／FAX 0857-26-5860 

 

家族介護者の集い“スマイル・スマイル”定例会 

日時：6 月 20日（水） 10：00～12：00  ※会費 200円 

場所：さざんか会館 3階 ボランティア室 

内容：懇談会（もしもの時のために伝えておきたいこと）エンディングノートを開いてみよう  

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 長寿社会課〔事務局〕電話 0857-20-3449 

 

ドキュメンタリー映画「いのちのはじまり 子育てが未来をつくる」 

 子どもたちの成長に本当に必要なものは？ いろんな育児を見つめたドキュメンタリー映画 

日時：6 月 23日（土） ①10：00  ②13：30 ※入場無料 

    ※午前の部託児あり 10 日前までにお申込みください。 

 場所：とりぎん文化会館 第一会議室  

 ユニセフパネル展 同時開催！ 

 日時：6月 20 日（水）～6 月 27 日（水）とりぎん文化会館 フリースペース 

 主催・問合せ先：鳥取県ユニセフ協会 電話／FAX0858-71-0970 

〔月・火・金 10～16 時、水 10～12時〕 

 

発達障がいの人のライフプランを考える～親なき後の手続きと金銭教育～ 

 日時：6月 23 日（土） 13：40～15：50（受付 13：10～） 

 場所：倉吉体育文化会館 大研修室（倉吉市山根 529-2） 

 講師：鹿野佐代子氏（ファイナンシャルプランナー） 

 参加費：1,000 円（鳥取県自閉症協会正会員・学生 500 円） 

 申込締切：6 月 15日（金）メールか FAXでお申込みください。 

 対象：保護者、支援者、その他興味のある方はどなたでもご参加ください。 

申込・問合せ先：NPO法人鳥取県自閉症協会 電話 0857-30-2776 FAX0857-30-2785 

        E-mail：asj-tottori@trad.ocn.ne.jp 

            ～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     ご協力ありがとうございました。 

  

mailto:asj-tottori@trad.ocn.ne.jp
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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～ 

NPO法人 とっとり観光ガイドセンター 

 私たちは市民及び観光客の皆さまに、観光に関する 

事業・地域の活性化につながる事業を行うことを目的 

に、平成 24年に設立しました。 

 トワイライトエクスプレス『瑞風』や旅行会社の砂 

丘ガイドなど鳥取砂丘・鳥取城跡を中心に観光ガイド 

が主な活動です。鳥取砂丘はお客さまが全国からこら 

れているので色々教わることも多いです。 

 またジオパークに関連したイベント・研修など広域 

連携を視野に情報発信にも力を入れています。今年は 

ジオパーク関連のイベントを 5 回企画しています。 

 

 6 月 10 日（日）のんびりブラブラ磯歩き 

 

 

 

  

 

  

平成最後のゴールデンウィークいかが過ごされたでしょうか？ 

私は毎年人ごみをさけ、結局どこにも出かけないのですが、今年は砂丘渋滞の時間帯をさけ、砂の美

術館に行ってきました。今回の展示は「砂で世界旅行・北欧編」、久しぶりに来ましたが迫力があり良か

ったです。後で友達から、砂丘に“セグウェイ”に乗りに行ったと聞き、早く知っていたら私も乗りた

かったなと思いました。（Ｔ．Ｙ） 

 

海あり山あり…紺碧の海岸美を楽しみながらの 

ウォーキングと山越えのトレッキング！ 

瑞風の停車駅＜東浜駅＞から 

のんびり・ブラブラ磯歩き 

６月 10 日（日）９：３０～１７：００ 

鳥取駅発   東浜駅→西脇海岸→龍神荘（昼食） 

→羽尾岬越え→牧谷→岩美駅    鳥取駅着  

お客様との会話を大切にしながらのガイドを心がけ

ています。自立・連携・活性化のため、今後も情報発

信やお客様に喜んで頂けるイベント企画など楽しいこ

とをどんどんやっていこうと思います。 

 

詳しいことは HP アドレス 

 http://www.tori-guide.com や 

フェイスブックなどにも 

載せています！ 

 

◇◆活動団体紹介◆◇ 

～編集後記～ 

http://www.tori-guide.com/

