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鳥取市ボランティア・市民活動センターからのお知らせ
市民活動フェスタ事前説明会と交流会を開催しました。
11 月 17 日に開催する「2018 市民活動フェスタ in とっとり」の事前説明会と団体交流会を 10
月 29 日に開催しました。午後の部と夜間の部を設け、計 23 団体 31 名の参加をいただき和やかに
交流を行いました。
事前説明会では、事務局より当日の流れの説明を行った後、準備品、プログラムの確認等をしてい
ただき、当日の運営がスムーズに運ぶよう打合せをすることができました。来年参加したいという団
体の方から、「事前説明会に参加してみて様子がよく分かり参考になった。他団体と交流できる機会
があるのが良かった」とお声をいただきました。
団体交流会では、まず実行委員の皆さんから団体紹介とフェスタに対する意気込みを語っていただ
きました。その後グループに分かれ、普段の活動の PR とフェスタ内でどのようなことをするのかを
紹介し合っていただきました。フェスタ当日は交流する時間が十分に持てないため、事前に顔見知り
になり、お互いの活動に興味を持っていただくきっかけの場とすることができました。

～事務所移動のお知らせ～
当センター事務所が 11 月 1 日より隣室の鳥取ファミリー・サポート・センター事務所内に移動
しました。

鳥取市のボランティア・市民活動状況【2018 年 11 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：113 団体 → 県：287 団体（40%）
・申 請 し て い る 団 体：0 団体
団体

.→ 県：0
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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：12 月 8 日（土） 13：00～14：15 ／ 12 月 10 日（月） 10：30～11：45
12 月 21 日（金） 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

・1 人に対して丁寧に説明していただき、質問もしやすく有意義でした。
・たくさんの情報提供をしていただき、とても参考になりました。早速出かけてみようと思います。

◆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：12 月 13 日（木） 1 部 18：30～19：15 ／ 2 部 19：15～20：00
12 月 21 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：12 月 10 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）

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 TSK グループ伝統芸能助成金

〆切 12 月 21 日（金）

問合せ先：山陰中央テレビ「TSK グループ伝統芸能助成事務局」

電話 0852-20-8888

対象：島根県・鳥取県に活動の本拠を有する団体（又は共同組織体）
対象事業：地域伝統芸能の保存と継承に資する次の事業
（1）地域伝統芸能に関する保存・継承事業
（2）地域伝統芸能に関する修復事業
（3）地域伝統芸能に関する行事等実施事業
（4）その他、地域伝統芸能に寄与する事業
助成額：原則 1 事業につき 30 万円以内

～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
遷喬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 31 年度 中国地方地域づくり等助成事業

〆切 12 月 28 日（金）

問合せ先：一般社団法人 中国建設弘済会鳥取支部

電話 0857-37-3235

対象事業：国土交通省が実施する施策や整備事業に関連し、中国地方の社会資本整備に繋がる地域づ
くり、環境保全及び防災等に関するボランティア活動
対象者：ボランティア団体等
助成金額：1 件につき上限 100 万円

脇本幸子さんのわらべうた講座
日時：11 月 29 日（木）13：30～15：30
場所：鳥取県立図書館 小研修室
内容：・秋 冬のわらべうた

・赤ちゃんのわらべうた ・幼児のわらべうた

対象：大人の方
定員：50 名（事前にお申込みください）
申込・問合せ先：ねぇよんでの会〔奥村〕電話／FAX0857-26-5728

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：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

映画「まわる映写機めぐる人生」上映会
映画が誕生して 123 年。この映画は、映すことに心をかたむけた人たちの人生に触れる長編記録映画
です！鳥取コミュニティシネマ代表の清水増夫もスクリーンに登場し、自主上映活動について語ります。
日時：12 月 16 日（日）

①10：00～ ②14：00～

場所：鳥取県立博物館 2 階

講堂

特別ゲスト：森田

惠子監督

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）
※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

家族介護者の集い“スマイル・スマイル”定例会
日時：12 月 19 日（水）10：00～12：00 ※会費：200 円
場所：市民活動拠点アクティブとっとり会議室（鳥取市富安二丁目 104-2 さざんか会館 1 階）
内容：竹工作でお正月飾り制作（たけとうろう門松）
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
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鳥取市ボランティア・市民活動センターからのお知らせ
～ボランティア活動を始めたい方へ～
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、ボランティア・市民活動に関心が
ある方、これから取り組んでみたい方のための情報提供や相談を受付けています。ボランティア活動に
関する情報収集や相談場所としてご活用ください。
センターの場所は？

具体的な活動先を探すには

さざんか会館 1 階（鳥取市富安二丁目 104-2）
にあります。平日 8:30～17:15 まで開所しており、
随時相談を受付けています。

センターでは、鳥取市内のボランティア受入施設
をまとめた冊子を発行しています。教育、文化、福
祉関係等の計 119 施設を掲載しています。施設ごと
に演芸、環境整備、話し相手など様々なボランティ
アを募集しています。
グループに加入して仲間と一緒に活動したい方、
どんな市民活動・ボランティア活動があるかを知り
たい方向けに、センター登録団体を紹介した活動グ
ループ・団体編冊子も発行しています。
募集情報編、活動グループ・団体編の冊子は、さ
ざんか会館 1 階ロビーに置いておりますのでご自由
に閲覧ください。センターホームページでも募集情
報編、活動グループ・団体編の内容を閲覧できます。

ボランティア活動に興味がある方に
ボランティアに興味はあるけど、いつか活動して
みたい方、時間ができたので活動をはじめたい方向
けに、
「はじめてみませんか？～ボランティア入門講
座～」を毎月 3 回開催しています。ボランティアの
心構えから、自分にあった活動先の探し方、活動団
体の紹介を行っています。参加費は無料ですので、
お気軽にご参加ください。開催日時は 2 ページ目に
掲載しています。その他、センターホームページで
日程を確認できます。日程が合わない場合は、個別
に対応もしておりますのでご相談ください。

・募集情報編
http://www.tottoricity-syakyo.or.jp/
tvc/volunteer-npo/facilities/
・活動グループ・団体編
http://www.tottoricity-syakyo.or.jp/
tvc/active-tottori/dantai/

鳥取市内でボランティア活動をはじめる前に
ボランティア活動先が決まった方は、活動前に保
険に加入されることをお勧めしています。
鳥取市内で無報酬のボランティア活動をされる場
合、鳥取市社会奉仕活動等補償制度に加入すること
ができます。本人のケガ（傷害）
、活動先の物を壊し
てしまった時等（賠償）に対する補償があります。
登録前に活動内容、活動場所等の聞き取りをさせて
いただきます。登録料は無料です。
その他、有料のボランティア活動保険、ボランテ
ィア行事用保険も取り扱っております。詳細につき
ましてはお問合せください。

その他、単発的な活動がしたいという方向けに、
イベントボランティアの制度を設けています。ボラ
ンティア募集する側としたい側のマッチングを行っ
ています。主にイベント開催時等のお手伝いを目的
としています。今年度は、夏祭り、納涼祭、清掃ボ
ランティア等の依頼がありました。
継続的な活動は難しいけれど、気軽に空いた時間
を活用したい方にお勧めです。イベントボランティ
アの登録は随時受付しています。

～編集後記～
秋の夜長みなさんはどう過ごしますか？
日が暮れるのが早くなり、仕事が終わると急いで家に帰り、家事に追われる私には、まだゆっくり夜
長を楽しむことができませんが、早く「映画・音楽・読書」を楽しむ時間がとれるといいなと、夜空を
見上げて眠りにつく毎日です。
（Ｔ．Ｙ）
【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/
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