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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 182 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 10 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：152 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：1 団体  .→ 県：2 

団体 

   

 

 

2018． 

鳥取市ボランティア・市民活動センターからのお知らせ 

 

 
鳥取市内で活動する市民活動団体 29 団体が参加し、多くの

人と出会いを深めるイベントです。 

団体の活動紹介展示や交流体験ブース、ステージイベントを

通じて楽しみながら活動を知っていただくことができます。 

今回は、ジビエカレーの提供もありますのでお楽しみに♪ 

皆様のご来場お待ちしております。 

入場無料・手話通訳があります。 

問合せ先：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 

七福蕈鍋（きのこ汁）13:30～ 

ジビエカレー 13:30～ 

やきいも 14:00～ 

※数に限りがあります。 

団体紹介パネル展示、来場者への個別相談、地元野菜など

の販売、コーヒー、スイーツ等の販売もあります。 

交流体験ブースでは、団体の活動を交流しながら 

体験できます！ 

 

皆さんも、歌って＆踊って 

ください！ 

今年の目玉は災害食セット！毎年大好評の景品も盛

りだくさんです♪ ぜひご参加ください。15:30～ 
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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：11 月  1 日（木） 10：30～11：45  ／ 11 月  5日（月） 19：00～20：15  

11 月 22 日（木） 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：11 月 20日（火） 1 部 13：30～14：15 ／ 2 部 14：15～15：00 

11 月 28 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） 

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：11 月 20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 

 

 

 

2019年度年賀寄附金配分による社会貢献事業への助成   〆切 11月 9日（金） 

主催：日本郵便株式会社 電話 03-3504-4401 

助成分野・申請上限額： 

【一般枠】○活動・一般プログラム…500 万円 

         ○活動・チャレンジプログラム…50 万円 

○施設改修、機器購入、車両購入…500 万円 

     【特別枠】東日本大震災、平成 28 年熊本地震及び平成 30年 7 月豪雨災害の被災者救助・予防

（復興）…500 万円 

対象：【一般枠】社会福祉法人、更生保護法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財 

団法人、及び特定非営利活動法人 

【特別枠】営利を目的としない法人 

              ～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。 
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平成 30年度手話講習会（初級講座）受講者募集 

日時：平成 30 年 11月 8 日（木）～平成 31 年 3 月 7 日（木）週１回木曜日（休みの週もあります） 

場所：さわやか会館３階（さざんか会館南隣） 

受講料：無料 ただし、テキスト代 1,000 円が必要です。 

受講条件：入門講座終了程度の中学生以上の方 

定員：25 名 

申込期間：10 月 8 日（月）～定員になり次第終了します。 

申込・問合せ先：久松手話サークル〔星見〕電話／FAX0857-26-5860 

 

らっきょうの花 講習会『ドロップトークの使い方講習会』 

 日時：11 月 10日（土）13：00～16：30  ※参加費無料 

 場所：鳥取県立人権ひろば 21「ふらっと」 

 講師：青木高光先生（NPO 法人ドロップレット・プロジェクト代表） 

 定員：30名（予定） 

 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  

  

平成 31年度 鳥取・森のようちえん 風りんりん 入園説明会 

 森のようちえんに関心をお持ちの方、お気軽にご参加ください。（体験入園もできます） 

日時：11 月 10日（土） 9：00～10：30頃 

    12月  2 日（日） 9：00～10：30 頃 

    ※説明会はお子様連れでご参加いただいて結構です。お子様の軽食など持ち込み OK です。 

     参加ご希望の方は事前に連絡いただけると幸いですが、当日参加も可能です。 

 場所：高草あすなろ（鳥取市大桷 330） 

 問合せ先：NPO 法人鳥取・森のようちえん・風りんりん 携帯 090-5588-6857 

 

家族介護者の集い“スマイル・スマイル”定例会 

日時：11 月 21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（鳥取市富安二丁目 104-2） 

内容：懇談会「あなたの看取りをきかせてください」 

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 

 

映画「ラサへの歩き方 祈りの 2400㎞」上映会 

チベットの東の端の小さな村から信仰の聖地ラサ、そして最終目的地カイラス山へ巡礼に出る家族た

ちの旅路の姿を描くロードムービー。その距離、何と約 2,400 ㎞。 

日時：11 月 25日（日） ①10：30～ ②14：00～ 

場所：鳥取県立博物館 2 階 講堂 

入場料：一般前売券 1,000 円（当日 1,300円）、小中高生前売券 500 円（当日 800円） 

※チケットの取り置き希望の方は、下記問合せ先にお申込みください。 

主催・問合せ先：鳥取コミュニティシネマ 携帯 080-8907-9293 
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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～ 今年で９回目の開催となる「２０１８市民活動フェスタ in とっとり」の内容が決まりました。今年の

テーマは「来て 見て 知って あなたも仲間！」と題して、市民活動拠点アクティブとっとりに登録す

る 29 団体が参加し、日頃の活動の紹介や体験交流イベントを行います。だれでも参加できます!! 

１１月１７日は、さざんか会館隣り高齢者福祉センターに来て、見て、知って、あなたも仲間！お待ち

しています。（Ｔ．Ｙ） 

 

～編集後記～ 

ボーイスカウトは、世界 162 の国と地域、約 3,600 万人が加盟する世界最大の 

青少年運動です。社会奉仕活動や、自然の中での体験などを多く取り入れた、ボーイ 

スカウトの様々な活動をとおして、青少年の健全な心と体の育成に貢献したいと、私 

たちは、願っています。 

1907 年ボーイスカウトの創始者ロバート・ベーデン・パウエル卿はイギリスのブラウンシー島に

20 人の少年たちを集めて実験キャンプを行いました。少年たちの冒険心や好奇心をキャンプ生活や 

自然観察、グループゲームなどの「遊び」を通して少年たちに自立心や、協調性、リーダーシップを

身につけさせようとしました。これがボーイスカウト運動の始まりにあたります。 

日本には、1908 年（明治 41 年）にこのボーイスカウト運動が伝わりました。1922 年（大正

11 年）4 月 13 日に「少年団日本連盟」が創立され、ボーイスカウト国際事務局に正式加盟し、世界

のスカウト運動への仲間入りを果たしました。これが日本におけるボーイスカウト運動の始まりです。       

現在、ボーイスカウト日本連盟は全国 47 都道府県に、それぞれ県連盟事務局を設置し、全国的な

活動を展開しています。鳥取連盟は、東部・中部・西部の 3地区を構成し、その下に団・隊が組織さ

れています。東部には、6 つの団があり、主に日曜日を活動日として、野外での活動をしています。 

また、4 年おきに「日本ジャンボリー」が行われ全国のスカウトとの交流を図っています。今年の

夏も石川県の珠洲市でジャンボリーが開催され、多くの仲間との交流を図って来ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇◆活動団体紹介◆◇ 

日本ボーイスカウト鳥取連盟 東部地区協議会 

見学・入団のお問合せ先： 

日本ボーイスカウト鳥取連盟 東部地区協議会〔事務局 西山〕 

電話 090-8993-2693 FAX0857-52-4127 


