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オンライン（Zoom）

3 月 25 日（木）開催

とっとり SDGs 推進会議
登録 87 件
（令和３年３月２９日現在）

意見交換会 開催！

今年度 3 回目となる「とっとり SDGs 推進会議意見交換会」を、3 月 25 日（木）オンライン（Zoom）
で開催し、２つの SDGs 推進事例の報告を受けた後、
「今、気になっていること」
「来年度、話し合いたい
テーマ」について意見交換を行い、今後鳥取県と連携し、より幅広い SDGs 推進体制の強化を図るための
提案を行いました。
（参加者 22 名）

＜SDGs 事例報告＞
（１）SDGs 教育カードゲーム「ⅩⅦ（テンナナ）
」による
SDGs 教育と普及 とっとり発の SDGs 教育普及モデル創出

森田恒志郎さん
（２）
「1 人で悩まないで」孤独や不安を減らす為に

遠藤 明子さん

オンライン＆倉吉未来中心

SDGｓ教育カードゲーム
県産材を活かしたコマを開発

鳥取県中部地震４年フォーラム

令和３年２～３月に認定・認証を受けた
鳥取県内の特定非営利活動（NPO）法人等

２月４日（木）開催 参加者３３名

※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。

2 月 4 日（木）オンライン及び倉吉未来中
心の研修室を使って、
「鳥取県中部地震４年フ
ォーラム」を県危機管理局とともに開催し、
14 市町村の企画・防災・福祉関係の職員 20
名、その他社会福祉協議会、研究者等計 33 名
が参加しました。フォーラムでは、日本弁護
士連合会災害復興支援委員会委員長で『災害

・鳥取県の 認定 を受けた NPO 法人
認定 NPO 法人グリーンツーリズムもちがせ【鳥取市】
認定有効期間：令和 3 年 2 月 5 日～令和 8 年 2 月 4 日
認定 NPO 法人スぺシャルオリンピックス日本・鳥取
【鳥取市】
認定有効期間：令和 3 年 3 月 5 日～令和 8 年 3 月 4 日

・鳥取県の 認証 を受けた NPO 法人

ケースマネジメント◎ガイドブック』
（合同出

NPO 法人さくらんぼ児童クラブ

版 2020 年）の著者である津久井進弁護士の

【鳥取市】

講演をはじめ、鳥取県の「災害ケースマネジ
メント（福祉的アプローチを含む一人ひとり
の状況に応じた被災者生活復興
支援）
」の取組をセンターの白
鳥主任企画員が報告し、参加者
による意見交換を行いました。

令和 3 年 2 月 9 日認証
NPO 法人自然栽培そらみずち
【智頭町】

鳥取県内の
NPO 法人数
令和３年３月２９日現在

２９２法人
条例指定５法人
認定７法人

令和 3 年 3 月 4 日認証

・NPO 法人の 認証 を鳥取県に申請・縦覧中の団体
鳥取誠之会【鳥取市】
縦覧期間：令和３年 4 月 22 日まで
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「地域づくり（NPO）交流会」を開催！
センターでは、市町村の地域づくり担当課や地域の NPO 等と相談しながら、地域で活動団体同士が
集まり、意見交換や情報共有等を行う「地域づくり（NPO）交流会」を企画しています。令和 2 年度
は、鳥取市、倉吉市、境港市、三朝町、琴浦町、日吉津村の 6 ヶ所で開催しました。

琴浦町

境港市

コロナであゆみを止めるな！
まちネット新年合同会議
により、子どもたちにお菓子を寄贈！

１月 21 日（木）まなびタウンとうはくにおいて、

SDGs 体験講座
～私たちのミライをつくる～

2 月 20 日（土）しおさい会館において、境港市

琴浦まちづくりネットワークとの共催で開催しま

民活動センター登録団体連絡協議会との共催で開

した。［後援：琴浦町］（参加者 16 団体 24 名）

催しました。
［窓口：境港市］
（参加者９団体 16 名）

来年度の動きについ

講師の岸本行央さん（2030SDGs ファシリテー

て意見交換を行い、コ

ター、
（株）百年人代表取締役社長）にはオンライ

ロナ禍であっても活動

ンで参加いただき、参加者

を停滞させない地域づ

同士のディスカッションを

くりについて熱く語り

通して、SDGs がめざして

合いました。

いることを学びあいました。

三朝町

倉吉市

県中部コロナで止まるな！
地域づくり団体活動報告会＆交流会
～私たちのミライをつくる～

2 月 28 日（日）町内にサテライト会場を設け、

3 月 6 日（土）倉吉未来中心において、昨年度に

オンラインで各地域を結びながら、三朝町総合文化

引き続き、倉吉市、湯梨浜町、北栄町、琴浦町、三

ホールにおいて、三朝町、三朝町社会福祉協議会と

朝町の１市４町の共催で開催しました（参加者 24

の共催で開催しました（参加者 10 団体 98 名）
。

団体 33 名〈一部オンライン参加あり。〉
）
。

椿善裕（センター企

今年度は、各市町のまちづくりの補助金等を受け

画員）が講師を務め、

て活動を行った、ふれあい車会・上北条（倉吉市）
、

「地域の『これから』

ナチュラル＆オーガニックフェスタ TOTTORI（三

の変化に対応するため

朝町）
、MCC（湯梨浜町）
、琴浦まちづくりネットワ

の『共助』
」をテーマ

ーク（琴浦町）、あつまらいや北条（北栄町）の 5

に話し合いました。

団体より報告を受け、参加者同士で交流しました。

鳥取市

日吉津村

第３回むらづくり講座＆
Zoom 体験つき地域づくり講座

Zoom の使い方を学べる！

３月７日（日）鳥取市民交流センター「麒麟ｓｑ

３月 27 日（土）ヴィレステひえづにおいて、日

ｕａｒｅ」において、鳥取市ボランティア・市民活

吉津村の「むらづくり講座」の一環として、日吉津

動センターの協力で開催しました。
［後援：鳥取市］

村との共催で開催しました。（参加者３団体９名）

（参加者 8 団体 9 名）

中田村長の挨拶に続き、椿善裕（センター企画員）

椿善裕（センター企画員）が講師を務め、Zoom

が講師を務め、Zoom の使い方を体験的に学びなが

の使い方を体験的に

ら、自治会や

学びながら、日頃つ

役場職員等が

ながりのない方々が

活動交流を行

集い、交流すること

いました。

ができました。
2

中国ろうきん NPO 寄付システム 12 団体への寄付配分が決定！
中国労働金庫の普通預金口座を通じて、子ども・福祉・環境など活動分野毎にいただいた寄付金の令
和２年度配分先が決定しました。「寄付金贈呈式」は、新型コロナウイルス感染予防の観点から２月８日
（月）中国労働金庫倉吉支店及び同鳥取支店、2 月 12 日（金）同米子支店で２回、分散形式で開催され、
12 団体に各５万円、計 60 万円が西村裕生同金庫鳥取県営業本部長より贈呈されました。
【東部】NPO 法人鳥取・森のようちえん・風りんりん（鳥取市）
NPO 法人 TOSS（鳥取市）

認定 NPO 法人ハーモニィカレッジ（鳥取市）

倉吉会場

鳥取会場

認定 NPO 法人十人十色（鳥取市）
【中部】NPO 法人養生の郷（倉吉市）
NPO 法人あっとほうむ（倉吉市）
【西部】NPO 法人西部ろうあ仲間サロン会（米子市）
NPO 法人発達障がい児親の会 CHERRY（米子市）

米子会場

NPO 法人ひまわり倶楽部（米子市）
NPO 法人コミュニティネット山陰（米子市）
NPO 法人保育サポータークローバーキッズ（米子市）
NPO 法人大山綿の花（大山町）

あいおいニッセイ同和損保助成プログラム ６団体への助成が決定！
あいおいニッセイ同和損保助成プログラムは、同社役職員による募金制度「MS&AD ゆにぞんスマイ
ルクラブ」で集まった寄付金に、同社より同額の寄付金を加えたマッチングギフトです。２月 24 日
（水）県民ふれあい会館（鳥取市）において、令和２年度の「寄付金贈呈式」が開催され、採択された
6 団体に各５万円、計 30 万円が中澤龍太同社鳥取支店長より贈呈されました。
【東部】NPO 法人 OMU（鳥取市）
ガールスカウト鳥取県連盟（鳥取市）
NPO 法人鳥取社会生活サポートセンター（鳥取市）

NPO 法人八東川清流クラブ（八頭町）
【中部】夢現の風（琴浦町）
【西部】NPO 法人おやこサポート小窓（日吉津村）

とりぎん青い鳥基金 ５団体への助成が決定！
鳥取銀行「とりぎん青い鳥基金」は、2020 年度より SDGs（➍教育、⓫
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。2 月 22 日（月）に開かれた審査会で 2020 年度下期助成団体が
決定し、贈呈式を各団体の事務所等で実施しました。

【東部】鳥取 JAZZ 実行委員会（鳥取市）、佐治漆研究会（鳥取市）（一社）SENRO（八頭町）
【西部】彼岸花の里づくりプロジェクト実行委員会（米子市）、NPO 法人 YSS だいせん（大山町）
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「とっとり世界子どもの日寄付キャンペーン」への
ご参加ありがとうございました！
【協力】鳥取県ユニセフ協会【後援】鳥取県、米子商工会議所

昨年度の 16 を上回る 22 の県内企業・店舗の参加で取り組まれた「とっとり世界子どもの日寄付キャ
ンペーン」（令和２年 11 月 20 日～12 月 31 日）が終了しました。集まった寄付金額は現在集計中ですが、
20 万円を超える寄付金が、子ども・子育て支援等を行う県内の 15 の団体に贈呈される予定です。
お買い物チャリティー 参加企業・店舗

➀木のおもちゃ・わらべうたここあん[子己庵]（境港市）、➁
花 Shop まつだ（米子市・ホープタウン内）、➂エビキ宝飾店（米子市・ホープタウン内）、④ホープタ
ウン（米子市）、➄お肉のなべさん米子ホープタウン店（米子市）、➅寿製菓（株）（米子市）、➆東
亜青果（株）（米子市）、➇梅津酒造（有）（北栄町）、➈てぬぐい工房らっぷ（倉吉市）、➉（有）
鶴乃觜（倉吉市）、⑪（株）ネルドコーヒー（湯梨浜町）、⑫Web もり（鳥取市）
〈順不同〉

とっとりカンパイチャリティー 参加企業・店舗

➀和食処やじきた（米子市）、➁美酒佳肴ゆらく（米子市）、
➂Sun-in まひろ（米子市）、④ジンギスカン焼肉ジンジン（米子市）、➄薬膳食堂犬挟（倉吉市）、➅
倉吉赤瓦 shirakabe sandwich（倉吉市）、➆とんかつ専門店とん吉（湯梨浜町）、➇北海道居酒屋北の
大地（鳥取市）、➈鳥取の地酒と魚てんまり（鳥取市）、➉梅乃井（鳥取市）
〈順不同〉

寄付先団体 ※（ ）内は事務所の所在地

➀Tottori Mama’s（鳥取市）、➁NPO 法人こども未来ネット
ワーク（倉吉市）、➂NPO 法人保育サポータークローバーキッズ（米子市）、④子どもの人権広場（米
子市）、➄虹の会〈不登校や障害、ひきこもりの親の会〉（北栄町）、➅ほっとここ（倉吉市）、➆
NPO 法人鳥取・森のようちえん・風りんりん（鳥取市）、➇冒険あそび場 IWAMI（岩美町）、➈NPO
法人発達障がい児親の会 CHERRY（米子市）、➉チャイルドラインうさぎのみみ（倉吉市）、⑪とっと
り子どもの居場所ネットワーク“えんたく”（鳥取市）、⑫歯っぴいほっとスマイル（鳥取市）、⑬夢っこ
クラブ（湯梨浜町）、⑭米子聖園ベビーホーム（米子市）、⑮鳥取県ユニセフ協会（鳥取市）〈順不同〉

コロナ禍でも活動を止めないための

Zoom 活用体験セミナーの「出前講座」

３月２０日（土）開催 参加者２７名

県内９ヶ所（６団体）で開催 引き続き申込受付中！
県内の５つの団体よりお声かけいただき、センターの椿企

3 月 20 日（土）まなびタウンとうは

画員、池淵書記が出向き、役員の方や地域づくり団体等を対象

くにおいて、センター共催企画「コロナ

に「Zoom 活用体験の出前セミナー」を開催しました。

に負けるな！夢実現フォーラム」を開

➀10/22（木）

催しました（一部オンラインでの参加

敬仁会（倉吉市）

あり。
）
。

➁

３月に任期満了を迎える琴浦町地域

➂12/10（木）北栄人権文化センター（北栄町）
④12/12（土）上灘公民館（倉吉市）

おこし協力隊２名の活動報告に続き、

➄

コトウランドリームの本選に出場した
「コトドリーマー」６名を加え、琴浦町
で実現したいことを語りあいました。

《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、池淵、尾崎、世瀬、上山、三村、松林、野崎、中山
〒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

県東部庁舎 1 階 東部地域振興事務所内 担当：寺坂
パープルタウン２階 活性化センター内 担当： 椿
県西部総合事務所１階 西部振興課内
担当： 谷
パープルタウン２階 活性化センター内 担当：白鳥・内田

＊令和３年４月１日より担当者が変更になる場合があります。
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