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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 178 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 6 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：144 団体 

NPO 法人認証・申請状況 

・認証されている団体：114 団体 → 県：286 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 

 

 

ボランティア・NPO 交流サロン とりぼらカフェ 

●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） 

●対象：市民活動拠点アクティブとっとり登録団体、市内で活動するボランティア・NPO・ 

    市民活動団体 

●内容：テーマ「お金～資金調達って何？上手に活用するために～」 

    ゲスト（公財）とっとり県民活動活性化センター  

主任企画員 寺坂 純子 氏 

●定員：20 名程度（要申込／先着順）  

●申込先：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 

「お金～資金調達って何？上手に活用するために～」 

今回のとりぼらカフェは、「お金」について一緒に考えます！ 

ゲストに、とっとり県民活動活性化センターの寺坂さんをお迎えし、助成金や寄付、クラウドファ

ンディングなど、様々な資金調達の方法を紹介していただきます。自分たちの活動に合った方法が見

つかるかもしれません。参加費は無料です。ぜひご参加ください。 

  

●日時：７月２３日（月）1３：３0～1５：30 参加費 
無料！ 
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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：7 月 11日（水） 14：00～15：15  ／ 7 月 20 日（金） 10：30～11：45 

7 月 24 日（火） 19：00～20：15   ※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：7 月 25日（水） 1 部 13：30～14：15 ／ 2 部 14：15～15：00 

7 月 30 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：7 月 13日（金） 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 

 

◆かんたんなレクリエーション講座 in河原 

日時：6 月 27日（水） 13：30～15：00 

 場所：河原町老人福祉センター（鳥取市河原町 277-1） 

 講師：レクリエーション・インストラクター 猪迫 由美 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） 

 申込先：鳥取市ボランティア・市民活動センター河原町分室 電話 0858-76-3125 

  

 

公益信託「とりぎん青い鳥基金」    〆切 7月 31日（火） 

 問合せ先：株式会社 鳥取銀行本店ふるさと振興本部 電話 0857-37-0274 

対象者：鳥取県内に住所を有し、かつ鳥取県内で芸術、文化、体育等の分野における社会教育活動を

行う青少年団体、又は鳥取県の地域文化、芸術文化の振興に寄与する団体。 

 対象事業：（1）異年齢集団の中で、豊かで多彩な体験の機会が得られる芸術・文化・体育等の事業活 

         動 

      （2）鳥取県の地域文化、芸術文化の振興に寄与する事業活動 

金額：1 団体 50 万円以内 
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鳥取県ユニセフ協会 設立 5周年記念講演会＆SDGｓワークショップ 

SDGs（持続可能な開発目標）と私たちの未来について考える 

 日時：7月 8 日（日）  13：30～14：45 記念講演会 

            15：00～16：30 SDGｓワークショップ 

 場所：公立鳥取環境大学 学生センター多目的ホール ※入場無料 

 講師：久木田 純さん（元国連職員） 

 定員：各 150 名 ※申込締切 6 月 29 日（金） 

 申込・問合せ先：鳥取県ユニセフ協会 電話／FAX0858-71-0970 

〔月・火・金 10～16時 水 10～12時〕 

 

被爆 73年・映画「夕凪の街 桜の国」上映会 

日時：7 月 16日（月・祝） ①10：30  ②14：00 

場所：鳥取市民会館 大ホール 

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：7 月 18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：健康診断結果の見方・活かし方 

対象：介護に関わるご家族、介護に関心のある方等 

 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 地域包括ケア推進課〔事務局〕電話 0857-20-3449 

 

自閉症・発達障がいの基礎理解～支援再考～ 

自閉症・発達障がいをわかりやすく説明していただきます！ 

日時：7 月 22日（日） 10：30～16：10 

 場所：まなびタウンとうはく（琴浦町徳万 266-5） 

 参加費：1,000 円（鳥取県自閉症協会正会員・学生 500 円） 

 申込締切：7 月 17日（火）メールか FAXでお申込みください。 

 対象：保護者及び関係者（関心のある方はどなたでもご参加ください） 

申込・問合せ先：NPO法人鳥取県自閉症協会 電話 0857-30-2776 FAX0857-30-2785 

        E-mail：asj-tottori@trad.ocn.ne.jp 

              ～収集ボランティアのお礼～ 
 

●古切手 久松地区公民館 さま 

     ガールスカウト鳥取県第 1 団 さま 

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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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～ 

今、各地で見ごろを迎えている「睡蓮」をちょっと勉強してみました。決して「水蓮」ではありませんよ！

この「睡蓮」にもちゃんと名前の由来があって、花は開いて閉じてを３回繰り返します。これを人間のサイ

クルに例えて 日中（開く＝目覚める）夜（閉じる＝眠る）というところから、「睡眠する蓮」→「睡蓮」と

いいます。「睡蓮」は水面に浮かんでいるように花が咲きますが、よく似た花で「蓮」は茎があり、水面より

ずっと高いところで花が咲きます。「睡蓮」と「蓮」見くらべてみて下さいね。（Ｔ．Ｙ） 

 

～編集後記～ 

自宅で演習課題をして、講習会でチェック

していきます。 

自宅で演習課題を録音したものを、みん

なで聴いて勉強していきます。 

桑の実会結成 50 周年、心からお祝い申し上げ

ます。 

視覚障がい者の方へ点訳と音声訳で活字情報を

提供、鳥取市報、行政からのお知らせ、盲学校依

頼図書の点訳・音声訳、ライトハウス点字図書館

の依頼本の音声訳、ＪＲ時刻表など、様々な活動

をされています。 

創立 50 周年記念式典の安部会長のごあいさつ

の、「点字タイプライターからパソコンへ、テープ

録音からデジタル録音へと情報技術の進歩によっ

て、視覚障がい者の方の読書環境は大きく変わり

ました」というお話を聞き、私の中の 50 年とい

う長い年月を思い浮かべながら、改めてこの時代

の変化、情報技術の進歩に対応していくために活

動されている、会員の皆様方の活動がいかにすご

い事なのかを実感しました。活動を通して広がっ

た人の輪、「伝えたい、届けたい」という思いが

50 年という歴史を作ったのだと思います。 

 

今年も４月から、点訳・音訳（音声訳）ボラン

ティア講習会が開講され、桑の実会に運営、ボラ

ンティア養成の指導にご尽力いただいておりま

す。更なる時代の変化に対応しながら、ご活躍を

される皆様に期待をし、会がますます発展してい

くよう応援していきたいと思います。 

桑の実会結成 50 周年を迎えて 

さて、今年度第１回目の訪問は、昭和 43 年に鳥取市社会福祉協議会主催の点字講習会修了者で結成

され今年 50周年を迎えられた「桑の実会」をご紹介します。 

 


