
1 

 

 

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 181 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 9 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：148 団体 

NPO 法人認証・申請状況 

・認証されている団体：112 団体 → 県：289 団体（39%） 

・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 

 

 

当センターでは、ボランティア活動に役立てていただける講座を開催しています。8 月には「かん

たんなレクリエーション講座 in 鹿野」、「チラシ作成ワンポイント講座」を開催しました。 

開催しました。 

市民活動のためのチラシ作成ワンポイント講座 

 当センターでは、年 4 回地域活動に役立つ「レクリエーション

講座」を開催しています。今回は鹿野町で開催しました。講師に井

戸垣佳代子さんにお越しいただき、すぐに活用できるレクリエーシ

ョンを教えていただきました。参加者からは、身近にある物を使っ

てできるのがよい、サロン活動に取り入れられると好評でした。 

次回のレクリエーション講座は、10 月 11 日（木）13:30～

15:00 に市民活動拠点アクティブとっとり会議室（さざんか会館

1 階）で開催します。参加費は無料です。ぜひご参加ください。 

かんたんなレクリエーション講座 in 鹿野 

グラフィックデザイナーの小谷真之介さんを講師にお迎えし、チ

ラシ作りの基礎から広報のポイントなどを具体的に教えていただ

きました。目からウロコの内容ばかりで、参加者も熱心にメモを取

りながら受講されていました。講義後、参加団体が作成したチラシ

に対して個別添削の時間が設けられ、より理解を深めることができ

たようです。定員を少人数に設定したことで、じっくり学べる機会

とすることができました。すぐにチラシ作りに活かせる充実した内

容で、参加者の皆さんにとって大満足の講座となりました。 

8 月 20 日開催 参加者 19 名 

8 月 22 日開催 参加者 9 名 
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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：10 月  6 日（土） 10：30～11：45  ／ 10 月 16 日（火） 10：30～11：45  

10 月 24 日（水） 14：00～15：15   ※必ず事前にお申込ください。 

 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：10 月 24日（水） 1 部 10：00～10：45 ／ 2 部 10：45～11：30 

10 月 29 日（月） 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：10 月 10日（水） 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 

 

 

輝く中山間地域創出事業～地域活性化の取組を支援（4次募集）  9/25～10/10 

 問合せ先：鳥取市企画推進部地域振興局地域振興課  電話 0857-20-3185 

対象：鳥取市内に住所を有する各種団体（集落、農業生産団体、各地域任意団体、NPO 法人等） 

対象事業： ○計画策定 ・地域活性化計画書の策定 

      ○ソフト事業 ・特産品開発や地域食材による新たな食メニューの開発 

             ・休耕田を活用した特産品栽培 

             ・伝統工芸品や伝統芸能の伝承活動 

             ・地域コミュニティ強化対策の取り組み など 

      ○里山交流  ・中山間地域の資源を活用したむらとまち（または、むら同士）の交流 

金額：○計画策定  上限 10 万円（補助率 10／10） 

○ソフト事業 上限 200 万円（補助率 4／5） 

○里山交流 上限 10 万円（補助率 10／10） 

              ～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 

              ご協力ありがとうございました。 
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手話落語 

日時：10 月 14日（日）10：00～12：00（開場 9：30）※入場料：500 円（定員 240名） 

場所：さざんか会館 5階（鳥取市富安二丁目 104-2） 

内容：・アトラクション 

      学校法人矢谷学園城北高等学校生徒による全国高校生手話パフォーマンス甲子園演目発表 

    ・手話落語 喜楽舎馬次郎 

お申込み・問合せ先：「お近くの手話サークル」または「手話落語公演実行委員会事務局」 

           携帯 080-1945-9219 FAX0858-76-2004 

 ※託児をご希望の方は 10 月 1 日（月）までに、事務局へお申込みください。（無料） 

 

らっきょうの花 10月定例学習会 

 日時：10 月 15日（月）19：00～20：45 ※参加費：500 円（非会員のみ） 

 場所：さわやか会館 3 階（鳥取市富安二丁目 96） 

 テーマ：若者サポートステーションの取り組みについて 

 講師：とっとり若者サポートステーション 岡本秀人 先生 

 申込み先：困り感を抱える子を支援する親の会／らっきょうの花〔齊藤〕携帯 090-6832-8108   

  

ピアサポートグループ フレンズ 10周年記念講演会 「てんかん」 そして 私たちは いま 

 日時：10月 20 日（土） 13：30～15：30（受付 13：00）※参加費無料・事前申込不要 

 場所：とりぎん文化会館第 4 会議室（鳥取市尚徳町 101-5） 

 講師：鳥取県立精神保健福祉センター医長 精神科医 植田 俊幸先生 

    ・本人の体験談 ・ロールプレイ実演 ・質問コーナー あります。 

 問合せ先：ピアサポートグループ フレンズ〔山根〕携帯 090-4448-2391 

 

映画監督西河克己生誕 100年記念映画上映会 「赤い蕾と白い花」「四つの恋の物語」 

日時：10 月 21日（日）13：00 

場所：鳥取県立博物館 2 階講堂 

内容：・ミニ講演「映画監督西河克己の仕事」 鳥取コミュニティシネマ 代表 清水 増夫 

    ・作品上映 

     「赤い蕾と白い花」吉永小百合の主題歌「寒い朝」が大ヒット 

     「四つの恋の物語」吉永小百合、芦川いづみ、十朱幸代、和泉雅子が四姉妹を演じる。 

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 

 

家族介護者の集い“スマイル・スマイル”定例会 

日時：10 月 17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：「独居でも介護を受けつつ最後まで在宅で」～事例を参考にしよう～ 

対象：介護にかかわるご家族、介護に関心のある方 

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〔市役所駅南庁舎〕電話 0857-20-3449 



4 

こんにちは！とりぼら隊訪問事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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～ 

東京にいる息子夫婦に子どもが生まれ、週末に会いに行ってきました。ついにおばあちゃんの仲間入

りです。誰に似ているのかな? ほっぺをプニプニと触っていると、大泣きされたので新米ママさんに赤

ちゃんを返すの繰り返しでした。この良いとこ取りができるのがおばあちゃんの特権ですね。次はいつ

会えるかなと、それを楽しみに今日も一日頑張ります。（Ｔ．Ｙ） 

～編集後記～ 

～第４回目は、「NPO 法人 鳥取環境市民会議」をご紹介します～ 

今回は、鳥取の『雨』と文化について考える会第 33 回講演会、～ブラジル先住民「ヤノマミ族」の

村ときのこを訪ねて～に参加してきました。 

ブラジルとベネズエラの国境付近に住むヤノマミ族は 1 万年以上 

に渡り孤立した生活を維持し、現在でも独自の文化を有する最後の 

大きな先住民族集団です。そのヤノマミ族が食料にしている野生の 

きのこを調査するプロジェクトに参加された時本景亮氏（日本きの 

こセンター菌蕈研究所 名誉研究員）から次のような貴重な体験を 

聞くことができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 千代川流域のゴミを減らす事業（海岸・河川・道路等のクリーンアップ） 

② 環境学習事業（講演会・出前説明会・フォーラム・竹林整備等） 

③「雨」をテーマのまちづくり事業（雨の講演会・紫陽花の公園作り等） 

④ その他・協力事業等（行政・他団体との協力事業） 

 
近年はゴミ問題と湖山池の水門開放問題に重点的に取り組んでいますが、昨年度からは竹林整備もさ

れているそうです。また何かの機会に訪問したいと思います。 

 

村人は独自の言語を話し、電気やガスはなく、貨幣も流通していない。彼らがマンジョウカ芋を 

植えて主食にしているほか、15 種類のきのこを常用していることを確認した。きのこを葉に包み、 

焼いてからたべる。きのこを食したが、味付けがないため、美味しいとは言えない。バナナや大型 

のミミズの乾燥品も常食しているが、ミミズはスルメのような味だった。現地には調味料がないた 

め、ラーメンをお土産に持っていったら、大変喜ばれた。 

 
ヤノマミ族の人たちは工芸品の制作に長けていて、籠や色彩 

豊かな編み物は美しく、今回は籠を実際に手にして見させてい 

ただきましたが、とても細かく編まれた籠でした。 

 

 

今回訪問した、NPO 法人 鳥取環境市民会議は次の 4 つの事業を柱に活動しています。 

 


