団体名

イラストレーター毛利彰の会

（鳥取市）

受け入れ期間

（代表世話人：毛利 葉）
団体概要

② 2019 年８月４日（日）10:30～17:00

イラストレーター毛利彰の作品や資料の収集・整理・保存・公 参加対象

高校生、大学生、社会人・４人/日

開等を行い、その仕事の文化的・社会的価値を多面的に明らか 活動場所
にするとともに、多様な参加を得て、生誕地鳥取のまちに活か
し全国へ発信することを通して、絵画やイラストレーションの

鳥取市内の作業スペース

準備物

・汚れてもよい服

魅力を広げ、次世代に継承していくことを目的に発足。
会員数約 70 名、世話人会 12 名。

・パソコンがあれば持参
団体連絡先

事業内容は、①イラストレーター毛利彰の作品や資料等の収

E-mail：ymouri.tottori@gmail.com

に関する調査・研究、情報発信、④絵画・イラストレーション等

URL：http://blog.canpan.info/amouri/

に関する学びや交流機会の提供、⑤他会の目的達成に必要な事
業

住所：鳥取市相生町 4 丁目 401-12
電話：０９０－９７３５－０２６３

集・整理・保存、②同氏の作品や資料等の公開、③同氏の仕事等

担当者：毛利 葉

（4 月下旬より変更予定）

その他
◇毛利彰

体験内容

① 2019 年８月３日（土）13:00～17:00

・イラストレーター^毛利彰の原画、作品にふれながら、整理
を行う。

プロフィール

毛利彰は、1935 年（昭和 10 年）日本画家毛利秋晃の次男として鳥取市本町に
生まれ、鳥取西高校時代から油絵の才能を開花させ、全国展の「一水会」や県展に連

・事前レクチャー、事後の振り返りあり

続入選し、将来が期待された。高校卒業後、一時画家を目指して上京するが、商業美
術の世界に転身し 1957 年から 1971 年まで伊勢丹の顔となり、日本を代表する
草創期のファッションイラストレーターの一人として独自の世界を切り拓くことと
なった。
1971 年以降フリーとなり、企業の広告、書籍のカバー、新聞や雑誌小説の挿し
絵などで活躍を続けた。曽野綾子『神の汚れた手』
（朝日新聞）
、
『天上の青』
（毎日新

サントリーポスター、 布施明『女優』
、

手塚治虫『火の野』ブックカバーの原画

聞）、
『哀歌』
（朝日新聞）の新聞連載や「歴史群像シリーズ」
（学研）の表紙カバー等
が有名。1980 年には講談社出版文化賞さし絵賞を受賞。2005 年（平成 17 年）
に体調を崩し鳥取へ帰り療養していたが、2008 年（平成 20 年）4 月に永眠した。
2011 年（平成 23 年）に、鳥取県立博物館で「イラストレーター毛利彰の仕事」
が開催された。

団体名

認定 NPO 法人

ハーモニィカレッジ

受け入れ期間

（理事長：大堀 貴士）
団体概要

2019 年 7 月 24 日（水）～8 月 25 日（日）
（この期間中に計８回程度キャンプを開催予定）

参加対象
鳥取の街を一望できる「空山ポニー牧場」を中心に、様々なフ 活動場所
ールドでポニーの活動や自然体験活動を通じて、子どもたちの

大学生以上（社会人含む）・２人/日
・ポニー牧場
・様々な自然フィールド（海、山、川、里山、田畑など）

逞しさや自信、誇りを育む活動。そして、あらゆる世代が繋が
れる、安心できる居場所作りをしています。ポニーキャンプ、

準備物

泊数分の着替え、レインコート（上下）、長靴、帽子など

ポニーパーク、ぼくじょうようちえん“ぱっか”
、ポニー教室、
因幡ふれあい乗馬など、幼児から大人まで幅広く関われる事業 団体連絡先

住所：鳥取市越路大谷 752-1

を実施しています。

電話：0858-72-2468
E-mail：info@harmony-college.or.jp
URL：http://www.harmony-college.or.jp/

体験内容

担当者：阪本 宜之

受け入れ期間中に計 8 回程度のキャンプを開催予定。希望日に
開催中のキャンプに同行し、子どもたちとの共同生活や活動を
一緒に取り組みます。
その他
例）乗馬、馬の世話、川遊び、海水浴、シュノーケル、SUP、
サーフィン、モノ作り、キャンプファイヤー、クッキング、夏祭
り、野菜収穫、流しそうめんなど…
活動時間：９：００～１８：００
（基本的に子ども達と合宿生活を送っていただくので、終日活
動となります。
）

・自分で移動手段を確保できる場合は日帰りでの参加も可

団体名

NPO 法人地域スポーツ推進協会

受け入れ期間

2019 年 7 月 2４日（水）～8 月 31 日（土）

(ちゃれんじ児童クラブ、marblepot)

日曜日・祝日・盆休み（8 月 12 日～15 日）以外は基本毎

（理事長：飯塚 淳）

日活動を実施

団体概要

参加対象
地域の抱える課題を教育、福祉、子育ての３分野にわたって解 活動場所
決の方法を考えて活動しています。
①学童児童クラブ「ちゃれんじ児童クラブ」の運営

高校生・大学生・社会人・２人/日
①ちゃれんじ児童クラブ施設内
ちゃれきんぐ株式会社施設内
②marblepot 施設内、TRAMBOUL 施設内

②フリースクール「ちゃれすくーる」
(鳥取県及び各市町村認定)の運営

準備物

お弁当、着替え、飲物、タオル、室内シューズ

団体連絡先

住所：鳥取市田島 659 番地

③放課後等デイサービス「marblepot」の運営
④総合型地域スポーツクラブの運営

電話：0857-24-5507
体験内容

【内容】

E-mail：mayaguchi@kodomo-sports.com

こども達と一緒に遊んだり、宿題を手伝ったりしてもらいます。

URL：https://www.npo-sports.com/

一緒にそうじや片付けなどもお手伝いいただきます。

担当者：間屋口 貴仁

また、アクティビティ教室に同行してもらうこともあります。
その他
【活動時間】
9：00～17：30（午前・午後のみの参加も可）

団体名

ＮＰＯ法人

八東川清流クラブ

受け入れ期間

（理事長：矢部 博祥）

①７月２７日（土）

１日のみ

②７月１８日（金）～２４日（水）のうちの１日のみ
③７月１６日（火）～２４日（水）のうちの３日～４日程度

団体概要

参加対象

高校生・大学生・社会人

八東川流域を中心として、人の生命にとって最も大切な、き 活動場所
れいで安全な水 の確保とそこに生息する魚・水生生物などが豊

①八東川勘右衛門土手付近

かな繁殖ができる環境の確保 及び人の心に潤いをもたらす河

③八東小学校

川の景観や憩いの場の創出等に寄与する事 業を幅広い住民参

準備物

画を通して実施することを目的とする。 更に、これらの活動を

②八東川流域３か所
①水に入れる服装（特に靴）
②同上

ベースとして、定款に定める活動を実施している。

③特になし
基本的には、①、②は、飲み物・軽食（昼食）は、当方で用
意をする予定。
団体連絡先

体験内容

①川遊びフェスタｉｎ八東川

住所：鳥取県八頭郡八頭町用呂１２６９
電話：０８５８－８４－３１２４

（９：００～１５：００）

E-mail：hsc@hatto-river.jp

小学校児童に遊びを通して川への関心を持ってもらい、川環
境についても学ぶ機会作りのイベント（カヌー・筏遊び、水中

URL：http://www.hatto-river.jp

生き物調査、魚つかみ取り、水中綱引きなど）

担当者：矢部博祥

子どもたちの遊びの安全管理が中心（水深５０ｃｍ程度の水中
に入る必要も）
②八東川水質・水生生物調査（９：００～１６：００（変動あり））
タモ網で小魚を採捕したり、水生昆虫・試薬による水質判定
③小学校での筏作り 学校支援で、作成後は①で活用する。
筏作りのお手伝い。時間帯は、現在では未定だが、２時間程度

その他
受け入れ人数は、下記になります。
①イベント補助 10 人/日
②水質調査

5 人/日

③筏づくり

2 人/日

参加者は、楽しめたり、めずらしい体験ができると思うので、是非お願いし
ます。

団体名

特定非営利活動法人 鳥の劇場

受け入れ期間

（理事長：中島 諒人）
団体概要

（８月１１日～１５日まで休館）

鳥取市鹿野町にある鳥の劇場を本拠地として鳥取県内外また 参加対象
海外で活動している。
「創る」「招く」「いっしょにやる」「試み 活動場所
る」
「考える」を５つの柱として年間のプログラムを構成し、演
劇作品の上演やワークショップの実施などを行なっています。

準備物

『鳥の演劇祭』では、国内外から作品を招聘すると共に、地域
の方々と作った作品も同時に上演しています。鳥の劇場は、今

高校生・大学生・社会人

3 人/日

鳥の劇場 鳥の劇場の周辺の地域
店舗が少ないため、お昼の準備はあった方が良いかと思い
ます。動きやすい服装 上履き

団体連絡先

後も、舞台芸術化のための創作の拠点として、全国、海外に開

住所：鳥取県鳥取市本町１丁目２０１番地
ミュトスビル２階

かれた場となることを目指し、同時に演劇・劇場にしかできな

電話：０８５７−３０−６３０３

いやり方で地域振興、教育分野への貢献のあり方を模索してい

E-mail：info@birdtheatre.org

きます。２０１１年度国際交流基金地球市民賞受賞。
体験内容

７月２2 日～９月 15 日

yoshiko@birdtheatre.org

【活動時間】 １０時～１８時

URL：www.birdtheatre.org

【活動内容】

担当者：中島 佳子

①７月２２日～２８日予定
子供キャンプ受け入れ。演劇ワークショップのサポート等
②７月２４日～２７日予定
日韓高校生交流事業でのワークショップ、上演のサポート
③８月１０日予定
劇場で働く人たち（小学生から中学生対象）のサポート
④８月２３日・２４日予定
鳥の劇場『剣を鍛える話』上演のサポート
⑤９月１４日・１５日予定
小鳥の学校（小学５年生から中学３年生対象）ワークショッ
プ等のサポート

その他

団体名

とっとりの元気づくりプロジェクト東部チーム
（幹事長：長谷川

受け入れ期間

浩司）

活動内容①

７月２４日（水）～８月３０日（金）

活動内容②

７月２４日（水）～９月３０日（月）

パラグライダースクールの活動時間：７月・８月
9月

団体概要

7:30～10:00、15:30～18:00

9:30～12:00、14:00～16:30

県東部の自然体験の普及促進というテーマに賛同する様々

参加対象

①高校生・大学生・社会人

②大学生・社会人

な主体が集まり設立された団体。子どもに自然体験の場を提供

活動場所

鳥取砂丘、浦富海岸 等

準備物

① 運動できる服装 飲み物。弁当

する自然体験キャラバン隊、高校生・大学生が地域や地域の課
題に触れる機会を提供するスタディキャラバン、地域おこし協
力隊の支援事業を行っている。その他、自然を生業にした職業
の周知とその分野の人材育成を目的に、鳥取県中小企業団体中

② 軍手、飲み物、弁当、動きやすい服装(着替えも含む）、スニーカ
団体連絡先

央会を通してインターンシッププログラムを提供している。

体験内容

住所：鳥取市立川町 6 丁目 176
鳥取県東部庁舎 1 階 東部振興監東部振興課内

【活動内容①】

電話：090-9465-6040

自然アクティビティガイド準備（主にシーカヤック）
・ガイ

E-mail：captenkap@gmail.com

ド補助（鳥取の自然のすばらしさを伝える）

http://fields.canpan.info/organization/detail/1651487892

【活動時間】8：00～19：00

担当者：長谷川浩司

【活動内容②】
パグライダースクールの手伝い（受付、飛び方の説明、
機材準備、セッティングの補助、機材の畳み方、安定した
気流でのフライトサポート）
【活動時間】：受け入れ期間参照

その他
基本的に毎日実施しますが、悪天候による中止があります。

団体名

特定非営利活動法人 学生人材バンク
（代表理事：中川

団体概要

受け入れ期間

玄洋）

上記期間中、作業の依頼があった日。悪天候による中止あり

「若者×地域」のコラボレーションを創る

参加対象

高校生、大学生以上（社会人含む）

（１）ボランティア派遣

活動場所

（１）県内の農村集落

（２）大学生による地域プロジェクトの実施

（２）三朝町三徳地区

（３）企業と連携した長期実践型インターンシップのコーディ

（３）県内のカフェ等

ネート

準備物

（４）その他、若者×地域に関係する事業
鳥取県農山村ボランティア事務局を 2004 年から 15 年連続し

（１）および（２）汚れても良い服装、靴、着替え、タオル
（３）筆記用具、メモ用紙、カメラ（携帯でも可）

団体連絡先

て受託
体験内容

7 月 20 日～9 月 30 日（月）

住所：鳥取市湖山町北 1－427－1 鳥取情報市場
電話：0857－37－3373

【活動内容】

E-mail：info@jinzaibank.net

（１）農山村ボランティア

URL：https://www.jinzaibank.net/

→鳥取県内の集落の農業支援（草刈り、イノシシ柵設置等）

担当者：上田 知子

（２）コメ作り支援
→コメ作りを行う大学生チームの支援（草取り、稲刈り等）
（３）社会人へのヒアリング及びワークショップ
→社会人への取材等
【活動時間】
（半日コース）
7：00 頃 鳥取大学前駅集合→現地にて作業・昼食
15：00 鳥取大学前駅にて解散
（1 日コース）
7：00 頃

鳥取大学前駅集合→現地にて作業・昼食→夕方ま

で作業→懇親会→20:00 頃

鳥取大学前駅にて解散

その他
事前連絡等のやりとりは基本的に LINE で行います。

団体名

NPO 法人

鳥取・森のようちえん・風りんりん

受け入れ期間

（理事長：徳本 敦子）
団体概要

7 月 21 日～9 月 30 日（月）
基本的には毎日実施。悪天候による中止あり。

参加対象

高校生、大学生以上（社会人含む）

「自然の中でのびのびと」
「大人は見守る保育」を理念にした森 活動場所
のようちえんです。毎日自然の中へでかけ、カリキュラムや大

鳥取市内 13 か所の自然フィールド

人の指示はなく、子どもが自分で考え選んで実行する、その子

準備物

のペースや個性を大切に「待つ」保育をします。
週に一回は包丁と火を使うクッキング、園児以外の親子さん

弁当、飲み物、雨具、リュック、着替え、敷物、長そで、長
ズボン、長靴、帽子

団体連絡先

が参加する野いちご組（親子組）
、土日のおさんぽ会も開催して

住所：鳥取市宮谷 393－7
電話：090－5588－6857

います。

E-mail：atsuko0913atsuko@gmail.com
URL：https://furinrin.com

体験内容

【活動内容】

担当者：徳本 敦子

自然の中での見守り保育、親子組やおさんぽ会での親子の見
守り、フォロー、おさんぽ会の事前ミーティング＆準備、当日
準備、駐車場係、など。
その他
【活動時間】
9：00～17：00

3 人/日

活動場所から最寄のバス停までは送迎あり

