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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 185 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【2019 年 1 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：112 団体 → 県：287 団体（39%） 

・申 請 し て い る 団 体：2 団体  .→ 県：3 団体 

団体 

   

 

 

2019． 

鳥取市ボランティア・市民活動センターからのお知らせ 

 

 
昨年は水害、猛暑、地震と、日本全国で様々な大規模災害が起こり、災害をより身近に考える年と

なりました。いよいよ平成最後の年となり、新しい年号がどうなるか高い関心が寄せられていますが、

いずれにしろ平和で安心して暮らせる時代であって欲しいと願っています。 

本年も一つ一つの出会いを大切にしながら、鳥取市のボランティア・市民活動のサポートするため

スタッフ一同励んで参りたいと思いますので、本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

                     鳥取市ボランティア・市民活動センター 職員一同 

好評の焼き芋、七福蕈鍋、ジビエカレーは長蛇の列で賑わいました！ 

明けましておめでとうございます！ 

生活支援ボランティア研修会 in国府 『防災～自分で考え行動するために～』 

日時：2 月 26 日（火） 10：00～11：30 ※参加費無料 

場所：国府町老人福祉センター（鳥取市国府町麻生 4-2 あかね荘） 

対象：地域の福祉関係者、興味関心のある方ならどなたでも参加できます。 

内容：「災害がおきた時、こんなことができる！ 

～家庭にある身近なものを使って体験してみよう～」 

講師：ガールスカウト鳥取県連盟第 1 団 リーダー 倉本 弘美 氏 

定員：20 名（要申込／先着順） 

申込・問合せ先：鳥取市ボランティア・市民活動センター 

        国府町分室（鳥取市国府町麻生 4-2）    電話 0857-22-1880 

        福部町分室（鳥取市福部町海士 1013-1） 電話 0857-75-2337 

                鳥取総合福祉センター（ボランティア担当） 電話 0857-27-3338 

 

毎年のように発生する自然災害。昨年は猛暑、水害、地震と全国各地で大規模災害が起こりました。

災害が発生したとき、自分で考え行動するために、防災に役立つ技術と知恵を学びませんか？ 
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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：2 月  1 日（金） 10：30～11：45  ／ 2 月  9日（土） 10：30～11：45  

2 月 21 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：2 月 21日（木） 1 部 10：00～10：45 ／ 2 部 10：45～11：30 

2 月 27 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：2 月 13日（水） 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 

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：2 月 7 日（木） 1 部 13：30～15：00 

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 

講師：レクリエーション・インストラクター 圓井 佳子氏（鳥取市レクリエーション協会） 

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活用したい方 

定員：20 名（要申込・参加費無料） 

  

 

社会貢献基金助成   〆切 2 月 28日（木） 

問合せ先：一般財団法人 冠婚葬祭文化振興財団 電話 03-3596-0061 

対象事業：①研究助成事業  ②高齢者福祉事業  ③障害者福祉事業      

④児童福祉事業  ⑤環境・文化財保全事業  ⑥地域つながり事業 

⑦冠婚葬祭継承事業 

 対象：非営利組織又は大学、研究機関 

 金額：1件当たりの助成額上限は 200 万円（研究助成は上限 100万円） 

・ボランティアの受入れ団体の情報がありよかったです。 

・ボランティアに取り組むことは、そんなにハードルが高くないことが分かりました。 

  



3 

平成 30年度鳥取市地域コミュニティ除雪活動支援事業  〆切 3月 15 日（金） 

 問合せ先：鳥取市企画推進部地域振興局協働推進課 コミュニティ支援係 電話 0857-20-3171 

 対象事業：町内会等が自主的に行う生活道路の除雪活動 

 対象：（1）鳥取市自治連合会に加盟している町内会 

    （2）（１）に該当する町内会が複数集まって構成された合同町内会 

 金額：（１）補助対象経費の総額に 4 分の 3を乗じて得た額（上限 5 万円） 

    （２）限度額は 5 万円とし、合同町内会を構成する町内会数を乗じて得た額 

 

 

お寺シアターvol.1 「まわる映写機めぐる人生」 

昨年 12 月の上映会を見逃された方々のご要望に応え、鳥取で再び上映いたします！ 

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：2 月 3日（日） ①10：30～ ②14：00～ 

場所：養源寺（鳥取市職人町 45） 

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：2 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（鳥取市富安二丁目 104-2） 

内容：懇談会（次年度は何について聞きたい？） 

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 

 

鳥の劇場 2018 年度＜創るプログラム＞三島由紀夫「近代能楽集」より 4作まとめて上演！ 

「葵上」「班女」「熊野」「綾の鼓」 

今回は三島です。今までたいへん好評だった二作品に、『班女』『綾の鼓』を加えて、四作品二週末連

続上演です。冬の味覚イベントと温泉宿泊プランも用意して、全体に「芸術観光」の色を濃くしてみま

した。寒い中ですが、芝居で充実して、お弁当やお菓子や酒や温泉も楽しんでください。 

日時：2 月 22日（金）～24 日（日）／3 月 1日（金）～3 日（日） 

場所：鳥の劇場（鳥取市鹿野町鹿野 1812-1） 

料金：一作品につき 大人 1,500 円 18 歳以下 500 円 中学生以下無料 

主催・申込先：特定非営利活動法人 鳥の劇場 電話／FAX0857-84-3268  

              ～収集ボランティアのお礼～ 
 

●古切手 栗田 輝子 さま 

                            ご協力ありがとうございました。 
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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～ 

年末寒波が心配されましたが、それほどでもなくホッとしました。 

毎年元旦は地元の新春マラソンに参加するのですが、昨年誓った「今年こそは何か身体を動かすこと

を始めよう!!」はやはり実行できませんでした。テレビで箱根駅伝を見ながら、オレンジ色の厚底シュー

ズでも買ったら私も走れるだろうかなど考えながら、今年もまた「今年こそは頑張ろう!!!」と思うので

した。（T．Y） 

 

 

～編集後記～ 

今回は、会員のスキルアップ語学研修会に訪問さ

せていただきました。 

毎週火曜日午後から開催している研修会のうち、

月に３回は鳥取市内の在住外国人の方を迎え、学習

されています。 

この日はイリーナさんを迎え、出身地ロシアの極

東にあるハバロフスク市の生活の様子や文化をプ

レゼンされ、みなさん熱心に学習されていました。 

～今回の訪問先、｢多言語国際交流サポート ＴＩＡ（ティア）｣の活動の様子をご紹介します～ 

 

また、昨年５月からは昼間に参加できない会員

の為に夜の部（月２回金曜日）の研修会も行われ

ています。国際交流に関心があり、語学力を活か

して、在住外国人の方々へのボランティア活動を

希望される方はぜひＴＩＡへ参加されてみてはい

かがでしょうか？ 

今回、お忙しい中、快く対応していただきあり

がとうございました。今後の活動も楽しみにして

います。 

多言語国際交流サポート ＴＩＡ（ティア） 

電話 0857-27-4321 FAX0857-27-4321 

多言語国際交流サポート ＴＩＡは、鳥取市に在住する外国の方々の生活がより向上するよう支

援活動を行うことを目的に結成されました。「通訳、翻訳者がいたら助かる」「日本語を学びた

い」など鳥取市の在住外国人の生活サポートを行っています。年々会員も増え、現在 65 名の会

員が活動しています。主な活動として、鳥取市報ダイジェスト版作成（英・日・中国語版）と、

日々進化する言語に対応するため、会員スキルアップ語学研修会を中心に活動を行っています。 

また、鳥取市主催のイベント「とっとり多文化交流フェスタ」では企画と運営を担当し活発に

活動しています。 


