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令和４年度鳥取市市民まちづくり提案事業助成金【自主事業部門】 申請団体募集中！

★鳥取市の市民活動を応援します！

～令和 4 年度より内容が変更になりました～

■対象団体：市民活動拠点アクティブとっとり登録団体
※団体登録は、鳥取市ボランティア・市民活動センターで随時登録可能です。

ｇ ■対象事業：まちづくり、福祉、子育て、地域文化・芸術・スポーツ、防犯・防災、環境、人権、農林、観光など
の地域の課題解決 SDGs の１７の目標の達成その他住みやすいまちづくりのために行う取り
組みで、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与する事業。
【注】国、県及び市から助成を受けている事業は対象となりません。
■募集期間：令和４年６月１日（水）～令和４年６月３０日（木）

※１７：００必着

■対象事業期間：交付決定を受けた日以降（令和４年８月中旬頃）から令和５年３月３１日までの期間に行
われる事業
■補助率・上限額等：①補助率 １回目 10/10

２回目 4/5

３回目 3/4

※今年度は全て 1 回目の助成となります。令和 3 年度までの「市民活動促進部門」
の助成回数は引き継ぎません。
②上限額 10 万円

※助成金は、自主事業部門の予算の範囲内で決定します。

③助成件数 3 件程度
※今年度において既にこの助成金の交付を受けている団体は、今年度中は新たにこ
の助成金を申請することはできません。

ボランティア・NPO 交流サロン とりぼらカフェ＆みな学

～「令和 3 年度 鳥取市市民まちづくり提案事業助成金 実施事業報告会」を開催します～
昨年度、標記助成金を交付された団体より、助成金の申請から、事業実施、実績報告作成に至る経験を踏
まえて、助成金の活用を考えておられる団体へアドバイスをいただきます。参加費は無料です。
その他、昨年度との変更点等、助成金の内容、申請方法について説明します。
○日時：６月１８日（土） １０：００～１１：３０

※定員１0 名（要申込・先着順・6/15 締切）

○場所：さざんか会館 3 階 会議室（鳥取市富安二丁目１０４－２）
○ゲスト：・にほんごがくしゅうかい
・電子紙芝居で語る民話の会
○内容： ・令和 3 年度市民まちづくり提案事業助成金 採択団体より事業報告
・市民まちづくり提案事業助成金【自主事業部門】内容説明、申請方法について

申込・問合せ先：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
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センター主催講座・相談会のご案内
はじめてみませんか？
～ボランティア入門講座～
これからボランティア活動
をはじめてみたい方向けの
講座です。
7 月 4 日（月）
14:00～15:00
7 月 22 日（金）
10:00～11:00

市民活動団体のための
助成金相談会

NPO なんでも相談会

助成金情報の収集方法、申
請方法、申請書記入のポイ
ント説明や、活動に応じた
助成金申請のご相談を受付
けています。

団体の立上げ（NPO 法人、
任意団体）、組織運営等に
お悩みがある方を対象にし
た相談会です。

7 月 13 日（水）
➀10:00～ ②10:45～

7 月 26 日（火）
➀18:00～ ②18:45～

※講座、相談会は予約制です。参加をご希望の方は事前にお申込みください。参加費は無料です。
新型コロナウイルス感染拡大状況により中止する場合があります。ご了承ください。

かんたんなレクリエーション講座 ～今できるレクを学ぼう！～ 参加者募集中！
日時：６月２３日（木）13:30～15:00

※参加費無料

※定員：１０名（先着順・要申込）

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）
講師：福祉レクリエーションワーカー 中嶋 久美子氏（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
申込・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 FAX 0857-29-2338

ボランティア募集情報

いっしょにボランティアしませんか? 鳥取砂丘夕方除草ボランティア募集中！
ボランティアセンター職員と一緒にボランティアしてみませんか？
日時：6 月 17 日（金）、6 月 24 日（金）、7 月 1 日（金）
18:00～19:30（活動時間 1 時間半程度）

※参加できる日を申込時にお伝えください。

集合場所：鳥取砂丘駐車場内（鳥取砂丘ビジターセンター横） ※午後 6 時現地集合
活動内容：鳥取砂丘内で除草作業を行います。（昨年は馬の背付近のオアシスまで移動し除草をしました）
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
※活動希望日の前日 17:00 までにお申し込みください。

ボランティア参加報告 「いっしょにボランティアしませんか？in チュウブ鳥取砂丘こどもの国」
令和４年５月７日実施
当日は晴天に恵まれ１１名のボランティアの方々と一緒に、
チュウブ鳥取砂丘こどもの国イベント「オオキンケイギクを駆除
しよう！」ボランティアに参加してきました。
まだ花が咲く前のつぼみの段階のため、こどもの国スタッフ
の方に葉っぱの形を教えていただいた後、作業に取り掛かりま
した。一般参加者の方々と協力し、園内に自生する外来種「オ
オキンケイギク」を抜く作業を約２時間行いました。
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アクティブとっとり会議室 Wi-Fi ルーター貸出しについて（試験事業）
さざんか会館 1 階 アクティブとっとり会議室をご利用の際に、Wi-Fi ルーターの貸出しを試験的に実施
します。オンライン会議の開催や講座の受講などにご活用ください。
期間：令和 4 年 6 月 1 日～12 月 28 日(令和 5 年 1 月以降は未定)
対象：アクティブとっとり会議室（さざんか会館 1 階）を貸室利用される団体に付属備品として貸出しま
す。 ※会議室を利用される場合は市民活動拠点アクティブとっとりへ団体登録が必要です。
貸出時間：アクティブとっとり会議室 貸室利用時間内
申込方法：事前申込制
※原則、事前申込制ですがセンター開所時間内（平日 8:30～17:15）のみ当日申請をお
受けします。
提供するサービス名：NCN Air-NET（基地局と LTE 通信を行うインターネットサービス）
※センターが契約した NCN（日本海ケーブルネットワーク）の Wi-Fi ルーター
（レンタル端末）を貸出しします。
利用料金：無料（ただし、過失により機器を破損等された場合、NCN 規程の機器損害金をお支払い
いただきます）

市民活動拠点アクティブとっとり登録団体イベント情報
◆令和 4 年度 手話講習会（入門講座）受講生募集中！
期間：6 月 16 日～9 月 29 日 18:30～20:00 毎週木曜日（全 15 回） ※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 鳥取市富安二丁目 96）
受講料：無料 ※テキスト代 1,000 円が必要です
受講条件：中学生以上の手話初心者 ※定員 25 名（先着順）定員になり次第締切
申込先：久松手話サークル〔星見〕 電話／FAX 0857-26-5860
◆講演会「写真はコミュニケーションだ」
日時：7 月 24 日（日） 10:00～12:30

※参加費無料

※託児は事前申込みのみ 7/15 締切

場所：さざんか会館 5 階 大会議室（鳥取市富安二丁目 104-2）及びオンライン配信
講師：高田 啓一氏（元鳥取県立鳥取聾学校教諭）
定員：１１０名 ※手話通訳あり（会場・オンライン共あり） 要約筆記（会場のみ）
申込・問合せ先：鳥取県東部手話サークル連絡協議会事務局〔澤田〕
携帯 080-1906-0808（ショートメール可） FAX 0858-85-1948
◆クララとクロダの映画をみる会「屋根裏のポムネンカ」
チェコからやってきた、待望の長編人形アニメーション 秘められた屋根裏の世界が幕を開ける。
日時：7 月 31 日（日） ①10:30～

②14：00～

場所：鳥取市文化センター 1 階展示ホール
チケット：一般前売券 1,000 円（当日券 1,300 円） 高校生以下５００円（当日券８００円）
問合せ先：クララとクロダのひょっこりシネマ 携帯 070-3860-2498〔クロダ〕
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ご協力ありがとう
ございました
○古切手

古切手・書き損じはがき等を下記の 2 団体へ
寄付させていただきました。

・若葉台地区社会福祉協議会 さま
・鳥取人権擁護委員協議会 さま
・栗田 輝子 さま

★古切手

・ファッションプラザ・コサカ さま

「小さな親切」運動山陰本部 さま

・芳村 恵子 さま

令和 3 年度に皆さまからお寄せいただきました古切手

○古切手・テレホンカード

11,125g を令和 4 年 3 月に寄贈させていただきまし

・ガールスカウト鳥取県第 1 団 さま

た。開発途上国でのボランティア活動に役立てられます。

・鳥洋会（旧鳥取三洋定年退職者の会） さま

★書き損じはがき

・岩倉地区社会福祉協議会 さま

鳥取ユネスコ協会 さま

・畠山 恵明 さま

アジアの子どもたちの教育支援に活用されます。

この度、古切手を寄付させていただいております「小さな親切」運動山陰支部さまより
表彰状をいただきました。収集にご協力いただきました皆様の温かなお気持ちにより、た
くさんの古切手を寄付させていただくことができました。感謝申し上げます。表彰状はさざ
んか会館 1 階ロビー（交流サロン内）に掲示しておりますので、ぜひご覧ください。
古切手は特定非営利活動法人日本国際ボランティアセンターに送付され、開発途上国
でのボランティア活動に役立てられます。
収集ボランティアは気軽にはじめられるボランティア活動です。自宅でも職場でもでき
ます。何か役立つことがしたいとお考えの方は、取り組んでみられませんか？
～古切手収集の際のお願い～
切手のまわり 1cm 程度残して切り取ってください。切手のギザギザ部分が切り取られたもの、汚れたもの、破れたも
のは寄付できませんので、ご協力をお願いいたします。

編集後記
新緑の時期を過ぎ、本格的な雨のシーズンを迎えます。人間にとって雨や湿気はジメジメベタベタ蒸し暑
い、洗濯物が乾かないなど、あまり過ごしやすい季節ではありません。対して植物の成長にとっては恵みの雨
ですね。人間も雨のおかげで生活に欠かせない飲料水や農業用水を得られているので、雨の恵みに感謝する
余裕が欲しいものです。また、近年災害級の大雨が増えています。備えあれば憂いなしの精神で、その時自分
ならどう動けるかを考えたいと思います。（上）
鳥取市ボランティア・市民活動センター登録状況〔2022 年 5 月 31 日現在〕
アクティブとっとり登録団体数

136 団体 ／

ボランティア登録数 8５名（個人）

発行・問合せ先：鳥取市ボランティア・市民活動センター
〒680-0845 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
ホームページ
QR コード

E-mail：tvc@tottoricity-syakyo.or.jp
開所時間【平日】8:30～17:15 ※土日祝休み
URL https://www.tottoricity-syakyo.or.jp/tvc/
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3 団体

