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❶居酒屋北の大地（鳥取市） ドリンク 1 杯につき 10円  

❷  ジビエの缶詰売上の 5% 

❸㈱Web もり（鳥取市） セミナー参加費の全額 

❹梅乃井（鳥取市） ドリンク 1 杯につき 10円 

❺  生ビール 1 杯につき 50円 

❻ちづ Deer‘s（智頭町） 鹿肉ブロック 1 ㌔につき 30円 
 

❼NeLD coffee（湯梨浜町） コーヒー1 杯につき 10円 

❽  

❾COCORO STORE（倉吉市） 全商品売上の 1 部 

❿flocon de neige（倉吉市） 
粘土のスキンケア・ヘアケア商品

売上の 5% 

⓫てぬぐい工房らっぷ（倉吉市） 

⓬薬膳食堂めぐり（倉吉市） 週替り薬膳ランチ 1 食につき 30 円 
 

⓭木のおもちゃ・わらべうたここ

あん［子己庵］（境港市） 
木のおもちゃ、アナログゲームの

売上の 5% 

⓮柏木米穀店（境港市） 鳥取県産米１㌔につき 10円 

⓯美酒佳肴ゆらく（米子市） 日本酒 1杯につき10 円 

⓰㈱ホープタウン（米子市） 
店舗内「宮脇書店」のレシート 

50 枚につき絵本 1 冊 
 

・「クリスマスの時期ということもあり、お子さんへのプレゼントと共に、地域の子どものための支援団体への寄付 

という趣旨にお客様も理解や共感を得やすかった。」（木のおもちゃ・わらべうた ここあん） 

・「当店の商品や社会貢献活動への取り組みを理解していただけると同時に、寄付先の団体を知っていただく絶好の 

機会になりました。ありがとうございます。」（柏木米穀店） 

❶きりんこども食堂（鳥取市） 

❶❷❸❽Tottori Mama's（鳥取市） 

❸❹❺❻❽❾❿とっとり子どもの居

場所ネットワーク”えんたく” （鳥取市） 

⓫歯っぴいほっとスマイル（鳥取市） 

❸❼冒険あそび場 IWAMI（岩美町） 

❾⓫⓬⓮NPO 法人こども未来ネットワ

ーク（倉吉市） 

❾かめの泉（倉吉市） 

❿⓭チャイルドライン 

うさぎのみみ（倉吉市） 

⓯NPO 法人発達障がい児親の会 

CHERRY（米子市） 

⓰NPO 法人保育サポータークローバー

キッズ（米子市） 

⓰聖園ベビーホーム（米子市） 
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チャリティー参加 16店舗 

お買い物チャリティー＆とっとりカンパイチャリティー 

とっとり世界子どもの日 
寄付キャンペーン県内 16 店舗で実施 

 

東部 

中部 

西部 

Giving December TOTTORI 寄付月間 2019 

2019.11.1 

～12.31 
 

11 月 20 日は国連が定めた「世界子どもの日」で、この日は“子どもの最善の利益”を基本原則に掲

げた「子どもの権利条約」が国連で採択された日でもあります。同条約の制定から 30 年の節目を迎え

た 2019 年、とっとり県民活動活性化センターでは、11 月 1 日から 12 月 31 日にかけて「寄付月間

2019」の公式イベント及び 8 月に設立した「とっとり SDGs 推進会議」の推進イベントの一環とし

て、「とっとり世界子どもの日寄付キャンペーン」を展開しました。   
●キャンペーンの仕組み…対象の店等で特定の商品やサービス（寄付つき商品）を購入すると、購入金額 

の一部が、子どもや子育て家庭の支援を行う団体に活動資金として提供されます。 

●集まった寄付金は各店舗で集計後、各団体に贈呈されます。 

＜後援＞鳥取県 ＜協力＞鳥取県ユニセフ協会 

子ども・子育て支援 11 団体  寄付金 

 

店舗の

感想 
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12 月 22 日（日）、倉吉未来中心で開催された「令和新時代とっとり元気フェス」の関連企画とし

て、共感の輪を広げる「活動団体交流会」を開催しました。 

「SDGs の視点で課題を深堀りする」と題したオープニングトーク、地元で活躍中のゲストスピー

カー等による各テーマの内容紹介に続き、４つのグループに分かれての意見交換（グループディスカ

ッション）が、高校生・大学生、NPO、自治会関係者等、計 63 名の参加で行われました。 
 

グループディスカッション  

 
テーマ１．子どもと一緒につくる地域 

コーディネーター：Tottori Mama‘s 代表 中井 みずほ さん 

テーマ４．若者による地域づくり  
コーディネーター：認定 NPO法人ハーモニィカレッジ 理事長 大堀 貴士 さん 

コメンテーター：鳥取大学地域価値創造機構 企画管理室主任 森田 将悟 さん 

日野町教育委員会 日野高校魅力向上コーディネーター 長谷川 大介 さん  
 

テーマ３．災害からはじまる地域づくり 

ゲスト：日野ボランティア・ネットワーク、鳥取県自主防災活動アドバイザー、復興支援隊「縁」 森本 智喜 さん 
・「地域の防災対策について、自治会役員や行政に“人まかせ”になってしまっている住民が多い」「自治会未加

入世帯や家族葬などが増えて、地域住民が協働する場や機会がどんどん減っている」「何かを共感できる機会

や地域内のコミュニケーションが増やせる新たな取り組みが必要」「MCC（出会いの機会を創る若者グルー

プ）のような活動と自治会・地域とのコラボに期待」といった意見が出されました。 

テーマ２．私たちが考えるまちづくり～聴覚障がい者の視点から～ 

ゲスト：NPO法人西部ろうあ仲間サロン会 事務局 和田 雅子 さん 

・このグループでは「特別」なことを「当たり前」に、地域の誰もが暮らしやすい社会をどのように作ってい

くのかをテーマに、参加者の方と一緒に話し合いました。「聴覚障がいを持った方にも自治会の中で役を担っ

てもらっている地域がある」といった事例や、「そもそも支援する側、支援される側といった壁を作っている

のは果たして誰なのか」といった意見が出されました。 

 
共感の輪を広げる「活動団体交流会」を開催！ 

共催：Tottori mama’s   

令和新時代とっとり元気フェス関連企画 寄付月間 2019 公認 & センター5 周年記念 

※テーマ毎に、実践されているゲストの方から様々な 

アドバイスをいただきました。 

 

 

 
・鳥取県令和新時代県民運動推進補助金（若者活動支援型）採択団体の鳥取大学

「西郷地域ブランディングプロジェクト」「Agritale」、公立鳥取環境大学

「Action to Forest」、日野町 JK課「ｅスポーツ部」の高校生のほか、地域で

活動する若者が取り組みを紹介。若者からは「他団体の活動が参考になった。

事業を改善し、活動を継続していきたい」、大人たちからは「若者が思いを形に

できる環境づくりが大切だと感じた。身近に相談できる大人の存在もそのひと

つ。みんなで活動を応援していこう」といった意見が出されました。 

・子ども・子育ての支援を行う団体が取り組む様々な課題と活動を共有しまし

た。その中で「子どもの遊び（場）の保障が難しい」「学習支援の質の向上

が必要」「子育て世代以外が子どもに関わる機会が少ない」等という課題や、

「身近に気軽に相談できる場があるといい」、「こども食堂の実際の取り組み

の話を聞けて参考になった」といった意見が出されました。 
テーマ１～３ セミナールーム１ 

 
テーマ 4 セミナールーム７ 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZg7rHwLLgAhWBbrwKHfaHAu0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.unicef.or.jp/sdgs/&psig=AOvVaw0m8vuLKbVsC73XbJnkvrkm&ust=1549934087791111
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明治ホールディングス様の株主優待制度でお預かり

したお菓子を、東日本大震災の避難者等の支援団体、及

び障がいのある児童の支援団体等に寄贈しました。 

【東部】とっとり震災支援連絡協議会（鳥取市・東日本大震災） 

産後ケアやわらかい風（鳥取市・子どもの貧困） 

NPO 法人さくらんぼ（鳥取市・障がい児支援） 

【西部】NPO法人陽なた（境港市・障がい児支援） 

NPO 法人発達障がい児親の会 CHERRY 

（米子市・障がい児支援） 

 

明治ホールディングス株式会社株主優待 

により、子どもたちにお菓子を寄贈！ 

 

令和元年 10 月～12月に認証を受けた NPO 法人及び申請中（縦覧中）の団体 
                            

   
 

・鳥取県の認証を受けた特定非営利活動（NPO）法人  

特定非営利活動法人ＲＥＩＷＡ【米子市】      令和元年 10 月 15日認証 

特定非営利活動法人箕蚊屋みんなの集い【米子市】 令和元年 12 月 4日認証 

特定非営利活動法人居場所研究室【鳥取市】    令和元年 12 月 12日認証  
・特定非営利活動（NPO）法人の認証を鳥取県に申請中（縦覧中）の団体 

山陰災害地域民間支援の会【米子市】  縦覧期間：令和 2 年 1月 19日まで 

あすなろ児童クラブ【鳥取市】     縦覧期間：令和 2 年 1月 23日まで 

日本スポーツＮＥＷＳ【西伯郡大山町】 縦覧期間：令和 2 年 1月 25日まで 

桜キッズフィールド【鳥取市】     縦覧期間：令和 2 年 2月 7日まで 

イロトリドリ【鳥取市】        縦覧期間：令和 2 年 2月 7日まで 

 

     

鳥取県内の 
NPO 法人数 

令和元年１２月３１日現在 

２８７法人 
条例指定５法人 

認定６法人 

 

（一財）非営利組織評価センター業務執行

理事で NPO 法人きょうと NPO センター常務

理事の平尾剛之さんを講師に迎え、非営利組

織の第三者組織評価制度について概要を説明

いただくとともに、非営利組織が社会の信頼 

を得るための「組 

織評価」や「ガバ 

ナンス強化」の必 

要性について理解 

しあいました。 

（参加者 21 名） 

 

非営利団体のための組織評価セミナー 
共催:（一財）非営利組織評価センター 

 11月 21日（木）エキパル倉吉 

 

※鳥取県県民参画

協働課のホームペ

ージより閲覧でき

ます。 

 

非営利公益活動広報補助金 採択！ 

10月の３次募集で、１団体が採択され、令和

元年度の採択団体は計９団体になりました。 

【西部】NPO法人希望の星 

（米子市・事業紹介パンフレット） 

地域づくり研修企画補助金 採択！ 

10月の３次募集で、４団体が採択され、令和

元年度の採択団体は計 12団体になりました。 

【東部】NPO法人学生人材バンク 

（鳥取市・講師招聘） 

みんなで楽しむとっとり因幡の山連絡会 

（鳥取市・講師招聘） 

佐治町まちづくり協議会（鳥取市・講師招聘） 

稲葉山地区まちづくり協議会 

（鳥取市・全国研修参加） 

） 

鳥取県生活協同組合が実施した 

「フードドライブ」に協力し食材を提供！ 

食品ロスの削減に向けて、家庭で余っている食品等を

回収し、福祉団体や施設等に提供する活動に協力して

食材を提供しました。 

【中部】こども食堂とみんなの居場所ほっとここ（倉吉市） 

 

三朝中学校の小松亜希恵先生を講師に迎えて、

「みささ町かがやくこどもフェスティバル」の共催

企画として「何から始める？SDGs-もし世界が 100

人の村だったら-」 を開催しました。 

SDGs をテーマに、子どもも大人も一緒にからだ

を動かすワークショップを行い、今の“世界”の現実

を体感しあいました。（参加者約 50 名） 

 

みささ町かがやくこどもフェスティバル 
共催企画「三朝町NPO 交流会」 

12月 15日（日）三朝町総合文化ホール
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《お問合先》 

公益財団法人とっとり県民活動活性化センター 毛利、寺坂、白鳥、椿、池淵、谷、尾崎、世瀬、美甘、上山、三宅、三村 

〒682-0023 倉吉市山根 557-1 パープルタウン 2 階 電話 0858-24-6460／ﾌｧｸｼﾐﾘ 0858-24-6470 

E メール info@tottori-katsu.net  センターHP http://tottori-katsu.net/ 
 
●東部とっとり創生支援センター 電話 0857-20-3528 県東部庁舎 1 階 東部地域事務所内    担当：寺坂 

●中部とっとり創生支援センター 電話 0858-26-6262 パープルタウン２階 活性化センター内   担当： 椿 

●西部とっとり創生支援センター 電話 0859-31-9694 県西部総合事務所１階 西部振興課内    担当： 谷 

●震災復興活動支援センター   電話 0858-26-2954 パープルタウン２階 活性化センター内 担当：白鳥・美甘 

 

 

  「SNS を使って発信し、集客力を高めたい」等、NPO等の悩み対して、ICT（SNS、Webサービス等）

のスキルに長けている県内在住の Web デザイナー、ブロガー、デジタルビジネスコンサルタント等の

「ICT アドバイザー」が、無料で相談に応じます。※実施期間は１月末まで 

県内 ICTアドバイザーによる NPO等への 無料派遣 実施中！ 

実践的な情報発信力強化講座「Web/SNS の専門家に聞いてみよう！情報発信のお悩み相談室」を、

県内３ヶ所で、Tottori Mama‘s の共催で開催しました。どの会場も講師の個性あふれる講演と和気あ

いあいとした相談会となりました。（参加者 43 名 うち東部 14 名、中部 15 名、西部 14 名） 

 

県内 ICTアドバイザーによる「情報発信力強化講座」を開催！ 
【東部】12/7（土）鳥取  【中部】12/9（月）倉吉  【西部】12/4（水）米子 

 酒本勇太 

地域メディア「とっとりず

む」編集長、Web もり  

鳥取の地域情報サイ

ト「とっとりずむ」(月

間 40 万 PV)を運営。鳥

取のグルメ・観光・暮

らしなどの情報を発信

しています。ホームペ

ージ制作会社の Web も

りでも働いています。 

中井みずほ 

Tottori Mama’s 代表 

県内最大級の子育てコミュニ

ティ｢Tottori Mama’s｣を運営。

2017 年より鳥取県在住で子育て

中の女性に会員登録をいただき

（2019年 5 月現在 580 名）会

員ヘ向けた子育て・女性向け・

家族向けなどのイベントや企業

サービス等の情報発信を、SNS

を活用しながら行っています。 

 小島慎司 

（S.K.Works代表） 

ホームページを中心とし

た販促物などの制作を

個人でしています。

2018年 4月に妻の実

家である鳥取県の山奥

に移住し、地域活動など

に参加しつつ、色々模索

しています。卓球と写真

撮影が好きです。 

高林努 

（㈱ダブルノット代表取締役）   

IMJ、電通グループ、クラウドワー

クスなど、東京での約 20年間の

ITビジネス経験をもとに、故郷鳥

取でデジタル利活用人材育成事

業や地方ベンチャーの成長支援に

取り組む。また、鳥取銀行地方創

生アドバイザーとして地域資源を

活かした新ビジネス創出の仕組み

創りも実践中。 

西部 中部 

小島慎司 

S.K.Works代表 

ホームページを中

心とした販促物等の

制作を個人で行って

います。2018 年 4

月に妻の実家である

鳥取県の山奥に移住

し、地域活動などに

参加しつつ、いろい

ろ模索しています。 

高林努 

㈱ダブルノット代表取締役   

IMJ、電通グループ、クラウド

ワークスなど、東京での約 20 年

間の IT ビジネス経験をもとに、

故郷鳥取でデジタル利活用人材

育成事業や地方ベンチャーの成

長支援に取り組む。また、鳥取

銀行地方創生アドバイザーとし

て地域資源を活かした新ビジネ

ス創出の仕組み創りも実践中。 

   
地域活動を効果的に広める 

Web・SNS 活用術 
12月 7日（土）nee-mart 県庁前店 

講師：酒本勇太 
 

SNS やホームページで 
情報発信するためのコツ 

12月４日（水）㈱ダブルノット 
講師：高林努 

 

無料ホームページや 
デザイン作成ツールのお話 
12月９日（月）倉吉未来中心 

講師：小島慎司 
 

東部 中部 西部 

http://tottori-katsu.net/

