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令和３年度～コロナで止まるな！～

助成金・補助金合同説明会＆相談会 Vol.2 開催！
オンライン（Zoom）１０月２日（土）開催
１０月２日（土）
、オンライン（Zoom）により「令和３年度～コロナで止まるな！～助成金・補助金合
同説明会＆相談会 Vol.2」を開催し、県内外の NPO・地域づくり団体等２４団体２８名の参加がありまし
た。令和３年度に公募される県内外の民間助成金について５団体の担当者より説明を行い、その後グルー
プに分かれて相談会を行いました。
参加助成団体および助成プログラム

（１）日本郵便株式会社／総務部 飯山 裕明 氏
■年賀寄付金による社会貢献助成事業
一般枠：
「活動・一般プログラム」
「活動チャレンジプログラム」
「施設改修」
「機器購入」
「車両購入」
特別枠：
「東日本大震災、令和元年台風１９号および令和２年７月豪雨の被災者救助・予防（復興）
」
「新型コロナウイルス感染症の予防・拡大防止」

（２）一般財団法人セブン-イレブン記念財団／助成担当 小野 響子 氏
■環境市民活動助成
「地域美化助成」
「活動助成」
「ＮＰＯ基盤強化助成」

（３）株式会社鳥取銀行／営業統括部地方創生グループ 田中 周 氏
■とりぎん「青い鳥基金」２０２１年度下期

（４）あいおいニッセイ同和損害保険株式会社／業務推進マネージャー 金丸 晃久 氏
■「あいおいニッセイ同和損保助成プログラム」

（５）公益財団法人とっとり県民活動活性化センター
■「とっとり SDGs 推進補助金（広報活動支援型）
（研修等支援型）
■「中国ろうきん NPO 寄付システム」
■公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団
「施設整備助成事業」
■独立行政法人日本スポーツ振興センター
「スポーツ振興基金助成」
■独立行政法人国立青少年教育振興機構
「子どもゆめ基金」
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７月２２日（木・祝）オンライン（Zoom）開催
【オンライン】働き方改革セミナー＆プロボノワーカー研修会

本業＋αで社会貢献セミナー 開催！
働きながら余暇時間を使って、楽しく活動していく中でスキルアップを図り、それを社会貢献へと
つなげることを目的とした「本業＋αで社会貢献セミナー」を、７月２２日（木・祝）オンライン（Zoom）
で開催しました。
プロボノを事業展開している認定 NPO 法人サービスグラント代表理事の嵯峨生馬氏の講演と、勤務
時間内のプロボノという社会貢献活動や、多様な働き方の提案など、様々な取り組みを行っている SMBC
日興証券株式会社のデービッド

シェーファー氏の事例報告のあと、意見交換を行い理解を深めまし

た。
（参加２１名）
【講演】
「人生１００年時代における社会参加ことはじめ」
講師：嵯峨 生馬 氏（認定 NPO 法人サービスグラント代表理事）
【事例報告】
報告者：デービッド シェーファー 氏
（SMBC 日興証券株式会社 国際担当補佐・経営企画担当補佐）

７月２９日（木）オンライン（Zoom）開催

９月２７日（月）オンライン（Zoom）開催
CSR セミナー＆第２回とっとり SDGs 意見交換会

第１回とっとり SDGs 意見交換会

何からはじめる？
SDGs の取り組み方

誰一人取り残さない
‐あなたの活動がきっと誰かの役に立つ！‐

CSR セミナーでは、山陰合同銀行井上光悦氏
BREMEN（米子市）
、鳥取県自然体験塾（鳥取市）

による講演「SDGs の取り組み方」
、株式会社ホ

による SDGs 取り組み事例報告、日野ボランティ

ープタウン（米子市）と山陰酸素工業株式会社

ア・ネットワーク事務局員森本智喜氏からは災

（米子市）による SDGs 取り組み事例報告を行

害時の視点からコメントをいただき、参加者で

い、第２回とっとり SDGs 意見交換会では、子ど

意見交換を行いました。
（参加９名）

もの人権広場による活動報告とセンターから
災害時支援について話題提供を行い、意見交換
を行いました。
（参加１８名）

とっとり SDGs 推進補助金
（若者団体活動支援型）

２次募集分 採択団体２団体が決定！
①心から楽しい釣りを楽しむ会（鳥取市）
【事業概要】
環境に配慮された釣り具と釣法の開発
と普及
②再エネ広報の団体（鳥取市）
【事業概要】
再生可能エネルギーについて楽しく学
べる絵本の作成
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とりぎん青い鳥基金 ６団体への助成が決定！【２０２１年度上期分】
鳥取銀行「とりぎん青い鳥基金」は、２０２０年度より SDGs（④教育、⑪まちづくり）をテーマに、
当センターとの協働事業としてリニューアルしました。９月２日（火）に開かれた運営委員会で２０
２１年度上期助成が決定し、贈呈式を各団体の事務所等で実施しました。

NPO 法人鳥取・森のようちえん・風りんりん

学校法人鶏鳴学園あすなろ高等専修学校クラーク

おもちゃ Dr.鳥取（鳥取市）

記念国際高等学校鳥取キャンパス（鳥取市）

（鳥取市）

元結婚式場の校舎をリノベーショ
ンして、生徒達が自ら「理想の学校
づくり」に取組む事業に活用

おもちゃの修理を通じ、子どもに対
しモノづくりへの好奇心や興味・関
心を育てる事業に活用

和風クラブ（鳥取市）

環境・スキルを活かしたマチづくりの会（大山町）

〇〇不動産プロジェクト（湯梨浜町）

豊かな自然環境と大山町住民のス
キルを活かして「自然体験村」をつ
くり、体験講座や環境整備などに活
用

アーティストの招聘と住民参加
型の制作を通じて地域住民の交
流を創出し、アートを通じた倉吉
駅前エリアの活性化に活用

新型コロナ感染者やその家族、医療
従事者への差別・偏見をなくすため
のシトラスリボンプロジェクトに
活用

古民家の活用や畑づくりを通じ、
「地域」と「自然」を学べる居場
所づくりに活用

第８回とっとりイーパーツリユース PC 寄贈プログラム
受贈団体が決定 ＆ 贈呈式を開催
８月２８日（土）オンラインで、認定 NPO 法人イーパーツ（東京都）との共催で「第８回とっとりイーパ
ーツリユース PC 寄贈式」を開催しました。
（参加８団体１１名）
【東部】２団体 PC３台 プリンタ２台
NPO 法人青い鳥の会（鳥取市）
、特定非営利活動法人さじ未来（鳥取市）
【中部】１団体 PC１台
ガールスカウト鳥取県第４団（倉吉市）
【西部】５団体 PC７台 プリンタ２台
境港親と子どもの劇場（境港市）
、特定非営利活動法人みすず（米子市）
、特定非営利活動法人サポート
イルカ（米子市）
、特定非営利活動法人保育サポータークローバーキッズ（米子市）
、特定非営利活動法
人伯耆みらい（伯耆町）
［協力団体］
鳥取県社会福祉協議会、鳥取市社会福祉協議会鳥取市ボランティア・市民活動センター、倉吉市社会
福祉協議会、米子市社会福祉協議会、境港市社会福祉協議会
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「夏のとっとりお買い物チャリティー・カンパイチャリティーキャンペーン」への
ご参加ありがとうございました！

【後援】鳥取県、米子商工会議所

初の試みとして実施した「夏のとっとりお買い物チャリティー・カン
パイチャリティーキャンペーン」（８月１５日～９月１５日）が終了し
ました。集まった寄付金（現在集計中）は、主に県内で子ども・子育て
支援等を行う団体や子ども食堂を運営する団体に贈呈される予定です。

寄付先団体

令和３年８～１０月に認証を受けた
鳥取県内の特定非営利活動（NPO）法人
※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。

鳥取県の認証を受けた NPO 法人
■NPO 法人相談支援事業所

①米子聖園ベビーホーム／米

①ホープタウン「宮脇書店」／

子市

②NPO 法人保育サポー

米子市 ②花 shop まつだ（ホ

タークローバーキッズ／米子

ープタウン内）／米子市 ③和

市

③とっとり子どもの居場

食処やじきた（ホープタウン

所ネットワーク“えんたく″／

内）／米子市 ④お肉のなべさ

鳥取市

④子どもの人権広場

ん米子ホープタウン点／米子

⑤チャイルドライ

市 ⑤ル プチコバ（ホープタ

／米子市

てんとう虫【米子市】

参加店舗

ンうさぎのみみ／倉吉市

令和３年９月８日認証
■NPO 法人サステナブル大山【大山町】
令和３年１０月７日認証
鳥取県内の NPO 法人数

ウン内）／米子市 ⑥薬膳食堂

NPO 法人こども未来ネットワ

犬挟／倉吉市

ーク／倉吉市

房らっぷ／倉吉市

⑥ほっとここ

／倉吉市

令和３年１０月２１日現在

⑤

【順不同】

まひろ／米子市

⑦てぬぐい工
⑧Sun-in

⑨寿製菓株

式会社（通年実施）
【順不同】

２９９法人
条例指定５法人・認定７法人

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ

「とっとり世界子どもの日
寄付キャンペーン２０２１」

NPO 事務力セミナー＆相談会
「NPO 事務業務カレンダーをつくろう！」

令和３年１１月２０日（土）～１２月３１日（金）
詳細が決まりましたら当センターHP 等でご案

■対象：NPO、地域づくり団体など ■定員：各回２０名程度

内いたします。たくさんの皆様のご協力をお願

■内容：年間を通じた業務を整理して事務業務カレンダーをする他、

いします！

専門家に個別相談ができます。
■開催時間：１３：３０～１６：３０（東部・西部・中部共通）
【東部会場】１２月１０日（金）／県民ふれあい会館 大研修室
【西部会場】１２月１４日（火）／米子コンベンションセンター
第６会議室
【中部会場】１２月１７（金）／倉吉交流プラザ 第１研修室
◆講師◆

４７コロナ基金
とっとりつながる
プロジェクト
【寄付募集期間】

木天 昌明 税理士（木天昌明税理士事務所）

２０２０年１２月１日（水）

倉田 利男 社会保険労務士（社会保険労務士事務所あすてらす）

～２０２２年３月３１日（木）

《お問合せ先》
公益財団法人とっとり県民活動活性化センター小林、寺坂、尾﨑、世瀬、上山、三村、野﨑、松林、中山、野口

〒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
▶中部とっとり創生支援センター
▶西部とっとり創生支援センター
▶震災復興活動支援センター

電話 0857-20-3528
電話 0858-26-6262
電話 0859-31-9694
電話 0858-26-2954
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県東部庁舎 1 階 東部地域振興事務所内
パープルタウン２階 活性化センター内
県西部総合事務所１階 西部振興課内
パープルタウン２階 活性化センター内

担当： 谷
担当： 椿
担当：池淵
担当：入江

