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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 179 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 7 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：146 団体 

NPO 法人認証・申請状況 

・認証されている団体：114 団体 → 県：288 団体（40%） 

・申 請 し て い る 団 体：0 団体  .→ 県：1 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 

 

 

●メールマガジン● 

アクティブとっとり登録団体のイベント情報、

助成金情報、ボランティア募集情報、センター

主催講座のお知らせなどをお届けしています。

メールマガジンは毎月 1 日に配信しています。

お申込みは当センターホームページより登録く

ださい。登録は随時可能です。登録料は無料で

す。 

 

登録はこちらから↓↓↓ 

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

sue/mailmagazine/mail-form/ 

●ブログ● 

講座開催情報、アクティブとっとりの施設案

内、日々の出来事を綴っております。講座の開

催報告も掲載しているため、気になる講座があ

る方はぜひご覧ください。 

ブログ：http://blog.canpan.info/tvc/ 

●Facebook● 

講座情報やアクティブとっとり登録団体の訪問紹介等を行っています。 

市民活動団体の活動に興味がある方はアクセスしてみてください。 

Facebook：https://www.facebook.com/tottorivolesen/ 

 

当センターでは様々な媒体を通じて情報発信をしています。ホームページをはじめ、facebook、 

ブログ、メールマガジンを通じて、講座情報、アクティブとっとり登録団体のイベント情報などを発

信しています。ホームページ、ブログ、facebook は日々更新しておりますので、新しい情報を閲覧

することができます。ぜひご覧ください。 

●ホームページ● 

講座開催情報、アクティブとっとり登録団体の

イベント情報を掲載している他、センターの紹

介、アクティブとっとりの概要、保険案内、ボ

ランティア受入施設の一覧等を閲覧できます。 

 HP：http://www.tottoricity-syakyo.or.jp/tvc/ 
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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：8 月  2 日（木） 10：30～11：45  

8 月 25 日（土） 10：30～11：45 

8 月 27 日（月） 14：00～15：15   ※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：8 月 21日（火） 1 部 10：00～10：45 ／ 2 部 10：45～11：30 

8 月 30 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） 

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：8 月 7日（火） 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 

 

◆かんたんなレクリエーション講座 in鹿野 

レクリエーションを学んで地域活動やボランティア活動に活用しよう！ 

日時：8 月 20日（月） 13：30～15：00    

 場所：鹿野町老人福祉センター（鳥取市鹿野町今市 651-1） 

 講師：福祉レクリエーションワーカー 井戸垣 佳代子 氏（鳥取市レクリエーション協会） 

 内容：簡単ですぐに利用できるレクリエーションを楽しみながら学びます。 

 対象：レクリエーションを様々な地域活動やボランティア活動に利用したい方 

 定員：30名（要申込・参加費無料） 

 問合せ先：鳥取市ボランティア・市民活動センター鹿野町分室 電話 0857-84-3113 

 

◆はじめてみませんか？～ボランティア入門講座 in福部～ 

 日時：8 月 22日（水）13：30～14：45 ※参加費無料 

 場所：砂丘温泉ふれあい会館（鳥取市福部町海士 1013-1） 

 対象：ボランティア・市民活動に興味、関心のある方 

 内容：・ボランティアとは？ 

    ・ボランティア募集情報紹介 

    ・介護支援ボランティアについて など 

 問合せ先：鳥取市ボランティア・市民活動センター福部町分室 電話 0857-75-2337 
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鳥取市被災地ボランティア活動支援事業助成金  予算の範囲内で随時受付 

 問合せ先：鳥取市企画推進部地域振興局協働推進課 電話 0857-20-3182 

対象：被災地で自主的に支援活動を行う鳥取市内に住所を有する２人以上のグループ、企業、団体等 

のうち、次の(1)と(2)のいずれにも該当するもの。ただし、個人による支援活動は対象外。 

（1） 鳥取市内に住所を有している者、企業、団体等であること。 

（2） 被災地に１日以上滞在して生活支援を伴う支援活動（物資輸送のみを目的とした支援活動 

を除く。）を行う者であること。 

金額：次の（1）と（2）の合計額 

（1）被災地を訪問する際に使用した有料道路の１往復に要した料金に２分の１を乗じて得た額 

     （2）ボランティア保険料  

     ※申請は、被災地におけるボランティア活動が終了した日の属する年度の末日まで。 

活動終了日が 3 月 1 日から 3 月 31日までの間の場合は、翌年度 4月 30 日まで申請可。 

 

 

 

災害食レスキュー１１４９ JINRIKI教室 

 車イスを押している人。砂利道、雪道、坂道、芝の上、段差など苦労しませんか。解決方法を体験学

習します。車イスが人力車みたいになります。子どもでも女性でも軽々スムーズに運びます。段差のみ

ならず階段昇降までします。 

日時：8 月１８日（土） 13：30～15：00  ※参加費無料（要予約） 

 場所：さざんか会館 3 階 ボランティア室（鳥取市富安二丁目 104-2） 

 募集人数：10 名 

 対象：防災・障がい者福祉に興味のある方 

 申込・問合せ先：災害食レスキュー1149〔田中〕携帯 090-1010-8419 

団体名 事業名 交付決定額 

市民エネルギーとっとり 

 

200,000 円 

              ～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。 

  

平成 30 年度 市民まちづくり提案事業助成金（市民活動促進部門）の助成金交付団体が決定しまし

た。公益的な自主事業（ステップアップ型）1 団体です。〔助成上限額 20 万円 助成率 4/5〕 

鳥取市市民まちづくり提案事業助成金（市民活動促進部門）は、地域の課題解決やまちの活性化の

ために、市民等の視点による自由な発想に基づき提案された「まちづくり事業」の経費の一部を助成

するものです。 

災害時に役立つエコなライフスタイルと地域エネルギーの普及・

活用事業                          

身近にあるエネルギーが災害時にも役立つことを 1.見学会・体験

会 2.講演会・報告会 3.ガイドブックの作成を通じて周知し、エネ

ルギー供給拠点を増やしていくことで、地域の防災力と持続可能性

の向上を目指す。 
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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～ 

 

 

 

 

  

 

  

 平成 30年 7 月豪雨では、西日本各地で甚大な被害が相次いでおり、災害支援ボランティアを考えて

おられる方も多いのではないでしょうか。ボランティアの活動内容や受入れ状況は、地域ごとに異なり、

また毎日変動します。各地に設置されている災害ボランティアセンターが最新の情報を提供しています

ので、現地に行かれる前にご確認ください。また、熱中症予防対策及び安全のために十分な装備をご準

備ください。万が一に備えて、ボランティア活動保険に加入しましょう。（Ｔ．Ｙ） 

これからの季節、屋内でも熱中症になることがあります。こまめな水分・塩分の補給等による熱中症予防対

策をしながら、暑い夏を乗り切りましょう。（Ｔ．Ｙ） 

～編集後記～ 

◇◆活動団体紹介◆◇ 

市民エネルギーとっとり 

私たちは、自然豊かな鳥取で、子供たちにより良い未来を手渡すために、エネルギー自立の地域を

つくろうと、活動をスタートしました。市民が力を合わせて志金を募り地域に“市民共同発電所”を

つくる活動、エネルギーの地産地消を通して地域の活性化につなげる活動に取り組んでいます。食べ

物とエネルギーはとても良く似ています。毎日、なにげなく、朝から晩まで、食べない／使わない日

はありません。畑や庭で季節の野菜を収穫するように、使う電気を収穫するのは楽しいですよ。市内

の 5 か所で、降りそそぐ太陽のエネルギーから鳥取産の電気を生んでいます。資金をできるだけ地元

で集め、返済には地元産品も活用し、エネルギー・お金・食の産消連携を意識しています。 

  

 

 

いま、人口減少、少子高齢化が進んでいます。

さらに、毎年の異常気象があらわすように、気候

変動時代に私たちは生きています。その未来を展

望するとき、枯渇する輸入資源や巨大なインフラ

に頼り続けて大丈夫か、どんなエネルギー社会を

選んでいくかなど語り合う対話イベントを続けて

います。60 年以上前から小水力発電に取り組む

地域の協同組合など先人に学ぼうと、お話をきく

会や見学会も開催しています。今年度は、災害時

にも役立つエコなライフスタイル見学と地域エネ

ルギーの活用体験会（住宅太陽光の自立運転機能、

ソーラークッキングなど）を開催し、地域の防災

力と持続可能性を向上する活動に取り組みます。

詳しくは、http://energytottori.jugem.jp/ にて。 

お気軽にご参加ください！ 

 

 
グループで見学の 

方々を迎えて 

●連絡先● 

手塚：070-5554-5813 


