
①
№ 団体名 № 団体名

1 ボランティアこうじまち 2
福生東地区
地域福祉推進委員会

②
№ 団体名 № 団体名 № 団体名

1 手話サークル　手の会 12
全国要約筆記問題研究会
鳥取県支部（西部）

23
子育て支援ネット
米子助産師の会

2 手話サークル〝ゆり〟 13 わらび会 24 ほっとスタッフ

3 手話サークル　絆の会 14 ザ・スピリッツ 25
乗馬セラピー
ボランティアーズ

4 ザカリア手話サークル 15 Ｒｅａｄｉｎｇ　ＡＣＴ 26 よなご傾聴しあわせの会

5 米子湊山手話サークル 16
鳥取県高等学校
青少年赤十字（JRC)

27
米子市朗読ボランティア
「火曜の会」

6
ハンドフレンズ
手話サークル

17 米子市赤十字奉仕団 28 米子おはなしかご

7
全国手話通訳問題研究会
鳥取支部　西部グループ

18 米子市淀江町赤十字奉仕団 29 一般社団法人みもざの会

8 三団体協議会 19 西部看護赤十字奉仕団 30 フードバンクとっとり

9 西部ろうあ仲間サロン会 20 ポプラの会 31 ボランティア米城

10
鳥取盲ろう者友の会
友輪

21 あけぼの鳥取 32 米子更生保護女性会

11 要約筆記の会「虹」 22
鳥取大学
パッチアダムスクラブ

33
新日本婦人の会
米子支部

③ 34 しじみ会

№ 団体名 № 団体名 № 団体名

1 グリーン輪 8 郷土の歴史を知る会 15
SHIP（シップ）
～本と人とをつなぐ会～

2 ゴスペルオーブ 9 ほうき民話の会 16 米子市美術館後援会

3 マザーズ 10 ぐるぐるアート世話人会 17
美しいまち
米子をつくる会

4 ドルチェ 11
米子コンベンションセンター

ビッグシップボランティア
18

鳥取県ふうせん
バレーボール協会

5 ボランティアクラブカレント 12 米子写交会

6
オリエンタルダンス
リサーラ

13 図書館友の会・米子

7 笑劇座 14
絵本の会
「ほしのぎんか」

令和４年１２月２５日現在

まちづくり（２団体）

保健・医療・福祉（３４団体）

 

文化・芸能・スポーツ（１８団体）

1

米子市ボランティアセンター登録団体〔一覧〕



④
№ 団体名 № 団体名 № 団体名

1 金木犀の会 3
錦海ナチュラル
ガーデンクラブ

4 米子幸せを分かつ会

2 湖底こううん隊

⑤
№ 団体名 № 団体名 № 団体名

1
鳥取県西部安全
赤十字奉仕団

3 中島子供見守り隊 5 河崎南子ども見守り隊

2
米子アマチュア無線
赤十字奉仕団

4
福生西一区
子ども見守り隊

6 大和子ども見守り隊

⑥
№ 団体名 № 団体名 № 団体名

1 米子国際交流協会 3 ドイツを語る会 5
フレンドシップフォース
鳥取

2
ハローほうき
国際交流連絡会

4
日本中国友好協会
米子支部

⑦
№ 団体名 № 団体名 № 団体名

1 鳥取県ユニセフ協会 5 学校図書館応援団・ARA 9
日本ボーイスカウト
鳥取連盟　米子第８団

2
不登校児童生徒、ひきこもり青

少年の親の会　つながろう会
6

おはなしグループ
だくちる

10
ボーイスカウト
米子第１１団

3
おやこ食堂｢おかえり｣
みんなの食堂｢ただいま｣

7 百舌の会赤十字奉仕団 11 レインボー・ツリー

4
子ども食堂「カントリー
キッチンこだま」

8
日本ボーイスカウト
鳥取連盟　西部地区協議会

⑧

⑨
№ 団体名 № 団体名 № 団体名

1 人形劇団いとぐるま 3 米子モラロジー事務所 5 ねこいえ米子

2 ことぶき劇団ふたり 4
鳥取立志教育支援
プロジェクト実行委員会

2

子ども（１１団体）

防災・防犯（６団体）

国際（５団体）

その他(５団体）

観光(該当団体なし)

環境（４団体）



①まちづくり（２団体）
№ 団体名

1 ボランティアこうじまち

2
福生東地区
地域福祉推進委員会

②
№ 団体名

1 手話サークル 手の会

2 手話サークル〝ゆり〟

3 手話サークル　絆の会

4 ザカリア手話サークル

5 米子湊山手話サークル

6
ハンドフレンズ
手話サークル

7
全国手話通訳問題研究会
鳥取支部　西部グループ

毎月第2、3、4の土曜日10時～12時まで手話勉強会。他に、県
や市の身障協行事の手伝い、高齢者体育大会の手伝い、ボラ協
の行事への参加など。2ケ月に1回の料理。トライアスロン、ア
クアスロン、ゴーゴー卓球大会のボランティア。関心のある方
は、どうぞ。

私たちは、毎週火曜日の午前10時から担当者が課題を決めて勉
強会をしています。各自が一週間の出来事や広く社会の問題を
手話で表現します。また米子市ボランティア協議会等の行事に
参加し、聴覚障がい者とのコミュニケーションを大切にしてい
ます。

週1回、手話の勉強をしています。コミュニケーションを大切
に「楽しく無理をしない」をモットーに活動しています。ボラ
ンティアも、無理のない範囲で参加させてもらっています。

米子市で最も高齢化率が高い啓成小学校区内にある私たちの糀
町二丁目地域で、新たなつながりをつくり安心・安全な地域づ
くりを目的に、70歳以上の高齢者の誕生月おめでとう訪問交流
活動を子どもたちと一緒に行います。

活動内容

活動内容

手話の学習及び、聴覚障害者との交流・運動（活動）を通し
て、社会の中でのきこえないということを考え、よりよい社会
の実現に向けて活動しています。〔学習会〕毎月1回：第2(金)
夜、または第2(土)昼に、ふれあいの里等にて開催。

聴覚障がい者の「自由におしゃべりの出来る場が欲しい。」と
の希望でザカリア手話サークルは始まりました。手話を勉強し
たい人、手話でおしゃべりしたい人が集まって活動していま
す。気軽に参加してください。お待ちしています。

鳥取県に初めてできた老舗の手話サークルです。参加は自由で
すので遊びにおいでください。

3

私たちは「住みたいまち/住み続けたいまち/福生東」を合言葉
に活動を行っています。そのためには、①高齢者福祉支援②子
育て・青少年支援③健康・生きがいづくり支援の3つの柱をも
とに、その内容を考えています。

聴覚障がい者の方と一緒に手話で楽しく交流しています。わか
らない手話は教えてもらいます。毎月第2、4土曜日の13時半～
16時まで活動していますので、手話に興味のある方ならどなた
でも大歓迎です。

まちづくり（２団体）

保健・医療・福祉（３４団体）

米子市ボランティアセンター登録団体〔活動内容〕



№ 団体名

8 三団体協議会

9 西部ろうあ仲間サロン会

10
鳥取盲ろう者友の会
友輪

11 要約筆記の会「虹」

12
全国要約筆記問題研究会
鳥取県支部（西部）

13 わらび会

14 ザ・スピリッツ

15 Ｒｅａｄｉｎｇ　ＡＣＴ

16
鳥取県高等学校
青少年赤十字（JRC)

17 米子市赤十字奉仕団

18
米子市淀江町
赤十字奉仕団

聴覚障がい者が気軽に集まれる場所、地域の方々との交流の場
として、県内初の聴覚障がい者向け常設型サロンを開設しまし
た。「地域に溶け込む」ことを大切に活動しています。どうぞ
お気軽にお越しください。

赤十字の人道と博愛の精神のもと、明るい住みよい地域を築く
ために奉仕することを目的に、炊出し訓練や義援金募集、福祉
施設支援、保育園・小学校での本の読み語り、地域イベント支
援など行っています。

要約筆記とは、きこえにくい方、手話の苦手な方に、話の要点
を文字で伝える、いわば通訳です。「虹」の活動は、月１回の
例会、週１回の勉強会のほか、難聴者協会例会の情報保障など
を行い、活動を支援しています。

見えにくくて聞こえない人をサポートするスキルを磨いて、そ
の人たちの社会参加をすすめる会です。手話や点字や筆記や音
声通訳や、いろいろなことが学べます。交流会をのぞいてみて
ください。

わらび会は目の不自由な方のために、いろいろな活動をしてい
ます。「目の不自由な人に出会った時、案内してあげたいけれ
ど上手くできるかな・・・」そんなあなたに、基本を知ってい
るとスムーズにできますよ。

視覚障がい者のための音訳ボランティアグループ。広報誌（県
政だより、米子市報等）、議会だより、録音図書等の制作を
行っている。土日祝日、年末年始も活動。迅速に正確に情報を
届けることをモットーに日夜研鑽に専念。若い人たちにも活動
に参加していただきたい。

災害から人々の命を守るため、平時から防災活動推進を目標と
して、炊き出し、救急法等の訓練、また施設訪問等々を出来る
時、出来る事を出来る様に活動している団体です。私たちと一
緒に活動してみませんか、いつでも入会お待ちしています。

活動内容

私たちは要約筆記を通して、聴覚障がい者福祉に寄与すること
を目的に活動しています。手話を使わない聴覚障がい者に、文
字で話の内容を伝える要約筆記を、多くの人に知ってもらう活
動を進めていきます。

4

ユニバーサル鑑賞（映画や舞台のバリアフリー）を進める活動
をしています。主に音声ガイド付のイベント・映画の同行鑑
賞、音声ガイド体験会を不定期に行っています。

青少年赤十字では、「気づき、考え、実行する」という態度目
標をもとに、メンバー一人一人がリーダーで主役であるという
意識で活動をしています。仲間とともに交流しながら、誰かの
役に立ち、社会を支えることのできる奉仕精神を養っていま
す。

鳥取西部ろうあ協会、全国手話通訳問題研究会鳥取支部西部グ
ループ、鳥取県西部手話サークル連絡協議会の三団体が情報交
換を行い、手話サークルでの交流、県ろうあ者大会など行事の
お手伝いなどを行っています。



№ 団体名

19 西部看護赤十字奉仕団

20 ポプラの会

21 あけぼの鳥取

22
鳥取大学
パッチアダムスクラブ

23
子育て支援ネット
米子助産師の会

24 ほっとスタッフ

25
乗馬セラピー
ボランティアーズ

26 よなご傾聴しあわせの会

27
米子市朗読ボランティア
「火曜の会」

28 米子おはなしかご

29
一般社団法人
みもざの会

30 フードバンクとっとり

話し相手が欲しい、不安や寂しさを聞いて欲しいと思われる方
に寄り添いお話を聴かせていただきます。話すことで気持ちが
軽くなり、明るい毎日を過ごされる事を願っています。守秘義
務は厳守します。安心してお話しください。

朗読を通して日本語の美しさを再認識し、戦争・原爆の悲惨
さ、平和や命の尊さを、そして言葉のあたたかさを生の声で伝
えるために、日々学びながら活動しています。絵本や本を読む
楽しさを伝えるためにも是非ご一緒に！

子どもたちに、ストーリーテリング（お話)を届ける活動をし
ています。お話を楽しみ、繰返し聴く事で、想像力や考える
力、集中力が育ちます。お話会は、毎月第3土曜日午前10時30
分～米子市立図書館お話の部屋で開催しています。

私たちはDV被害者支援を行う団体です。DVは「配偶者や恋人な
ど親密な関係にある、又あった者から振るわれる暴力」と言う
意味です。誰ひとり被害者や加害者にならないよう啓発や活動
を行っています。

5

つらい時、どうしていいかわからない時、あなたは一人で悩ん
でいませんか？“あけぼの鳥取”は、乳がんになっても「明る
く、誇り高く美しく」生きることを目標にしています。

「子どもたちに笑顔を届けたい」「子どもたちと一緒に楽しみ
たい」その思いのもと、毎週保育園や小児病棟で子どもたちと
遊んでいます。部員にとっても子どもたちにとっても、より良
い活動になるよう日々励んでいます。

私達は日赤県支部から依頼を受け、県、市、その他団体のイベ
ントに救護員を派遣しています。そして、月1回、NPO法人「ふ
わふわ」で障がい児との交流、支援等々を行い、また団員相互
の研修、親睦を図りながら楽しく活動しています。

元看護職の知識を生かし、各種イベント（がいな祭・身障者体
育大会・バス旅行等）の救護を中心とした活動に参加し、また
老人施設みどり苑での利用者様との交流や会員相互の親睦を図
り楽しみながら取り組んでいます。

活動内容

鳥取県立総合療育センターで、入所や外来のお子様と触れ合い
の活動をしています。

私たちは障がいのある方が乗馬体験をされる際のお手伝いをし
ているグループです。乗馬を楽しんでくださる方々の笑顔と、
大山乗馬センターのかわいい馬たちに癒されながら、楽しく活
動しています。

食べ残し、売れ残りや期限が近いなど様々な理由で、食べられ
るのに捨てられてしまう食品ロスが年間約600万トンを超え、
毎日大型トラック約1700台分の食品を廃棄しています。このよ
うな食品ロスを削減し、生活困窮者等、必要な方々に届けよう
と2010年から活動を継続しています。

子育てや女性の健康支援のために助産師たちが力になれるよう
集まった会です。日々、新しい情報を取り入れ、女性の豊かな
人生を応援できるよう研鑽しています。



№ 団体名

31 ボランティア米城

32 米子更生保護女性会

33
新日本婦人の会
米子支部

34 しじみ会

③
№ 団体名

1 グリーン輪

2 ゴスペルオーブ

3 マザーズ

4 ドルチェ

5
ボランティアクラブ

カレント

6
オリエンタルダンス
リサーラ

7 笑劇座

老人施設を訪問し、歌を歌ったり、お話をしたり、時にはフラ
ダンスも披露したりします。入所者の方々や職員の皆さんと一
緒に、楽しく過ごしています。

癒しと感動の歌でみんなに笑顔・元気を届けます。赤ちゃんか
らお年寄り～一緒に楽しい時を過ごしましょう。どこへでも歌
いに行きます。笑顔の声を、気持ちで触れ合うのを楽しみにし
ています。出会いにハレルヤ～！！

桂小文吾座長の脚本と演出で、稽古は月3～4回。作品は笑いと
涙の人情任侠物語だ。座員は70代前後で、立ち回りの美しい形
や台詞を覚えるのも至難の業。能活と思い、汗と熱気でカバー
しあう。施設慰問待機中で夢は自主公演！

6

テーマは「ボランティアをして元気を出そう！」。活動は様々
で、地球環境を考える会が基軸になり、子ども食堂をする人、
引きこもりがちな人を元気づける人、メンバー各々が思いつき
お互いにサポートし合う活動をしています。

青少年の健全育成を掲げ、地域に根ざした予防活動を展開し、
犯罪や非行のない明るい地域社会づくりをめざして活動してい
る全国組織のボランティア団体です。社会のために役立ちた
い、やりがいのある生き方をしたいという志をお持ちの方大歓
迎です。

マザーズです。デイサービスセンターなどで、大正琴、歌、パ
ネルシアター、手あそびなどを行っています。

活動内容

活動内容

私たちは「どんな状態でも」「どこで暮らしていても」人とし
てあたり前の生活が保障される地域づくりを目的に活動してい
ます。人としての尊厳を保ち、自立を損なわず、二次障害の予
防ができるケアを広げるための活動を主に行っています。

文化・芸能・スポーツ（１８団体）

赤ちゃんマッサージ、親子リズム、社交ダンス、絵手紙など、
趣味の活動をとおして平和や男女平等など女性の願いや子ども
の願い実現のために活動しています。新婦人は国連でNGO認証
女性ネットワークです。

私たちは、中国の伝統楽器、二胡を中心に、キーボード、筝演
奏等で、地域の皆さまと様々な音楽（唱歌、ポップス、中国曲
等）を通して、交流、演奏活動をしています。

「見てきれいで、聴いて心地良く、共に楽しいひとときを！」
と、芸術活動を通して主に福祉施設でボランティアを続けてい
ます。ソーシャル・インクルージョンを目ざし、福祉実践と社
会福祉実践を目的としています。

2010年結成以来、たくさんのステージでベリーダンスを楽しん
で頂いています。踊りで元気を届けたいと毎週木曜日に練習し
ています。小学生のメンバーも参加していて、高齢者施設で大
人気です。エキゾチックなアラブの音楽も魅力的です。



№ 団体名

8 郷土の歴史を知る会

9 ほうき民話の会

10 ぐるぐるアート世話人会

11
米子コンベンションセン
ター ビッグシップボラン
ティア

12 米子写交会

13 図書館友の会・米子

14
絵本の会
「ほしのぎんか」

15
SHIP（シップ）
～本と人とをつなぐ会～

16 米子市美術館後援会

17
美しいまち
米子をつくる会

花による環境美化、美による情操教育（美育）を願いとする小
学生の絵画・書写の児童作品展、コンサート、茶の湯、美術展
等の文化芸術活動並びに自然食の推進等の活動を通して、心身
共に健康な米子のまちづくりに貢献すべく取り組んでいます。

7

米子市美術館の充実を目指し支援する任意の市民団体です。美
術館への収蔵品の寄贈、特別展・企画展等の前売り券の売りさ
ばき、年2回の会報発行・研修旅行の実施等の活動を行ってい
ます。

生涯にわたって、人が本と豊かに過ごす事を目的に様々なジャ
ンルの支援を行ったり、毎月1回、ほぼ休みなく本についての
情報交換を主とした勉強会を続けています。会員の中には自主
的に地域でおはなし会を開くなどの活動もしています。

平成21年2月に結成した団体です。活動先は、主に老人施設及
び小学校の「なかよし学級」です。活動内容は、スライドを通
して昔の生活状況を上映したり、紙芝居や昔遊びの実践などで
す。みなさん、我々と一緒に活動しませんか。入会をお待ちし
ています。

活動内容

米子コンベンションセンターで開催される地元イベントや自主
事業で、受付補助や会場案内などの活動を行っております。地
域の皆さまと一緒に、地域を盛り上げるために活動していま
す。

山陰歴史館で奇数月第3日曜日午後1時半から公開で民話を語っ
ています。生活の知恵や生きる力、庶民のたくましさ、ユーモ
ア等詰まった豊かな民話の世界を楽しんでください。民話の出
前もしています。

アートで感謝の心を育む「ぐるぐるアート」の出前教室や展示
会を行っています。小学生から大人まで、だれでも楽しく制作
できます。描き方指導の養成講座や体験ボランティアも受け付
けています。

米子写交会は、韓国束草市で活動する「青峰写真会」との写真
交流を主とした活動をする写真愛好家のグループです。日韓も
ち回りで双方の国での合同写真展の開催や訪問、SNS
（https://yonagophoto.wixsite.com/camera)を通して、相互
理解を深めています。メンバー募集中！

図書館友の会・米子は、平成21年6月に『図書館が広く米子市
民に親しまれ、暮らしに役立つ図書館として発展、充実するた
め、図書館に寄り添い支援していく』団体として生まれ、地域
の発展に欠かせない図書館を応援し、市民とつなぐ活動を続け
ています。

木曜日の図書館のおはなし会は、絵本の読み聞かせを中心に、
紙芝居、わらべうた、エプロンシアター、パネルシアター、指
人形、ペープサートなどして開催しています。是非、参加して
みませんか？！



№ 団体名

18
鳥取県ふうせん
バレーボール協会

④
№ 団体名

1 金木犀の会

2 湖底こううん隊

3
錦海ナチュラル
ガーデンクラブ

4 米子幸せを分かつ会

⑤
№ 団体名

1
鳥取県西部安全
赤十字奉仕団

2
米子アマチュア無線
赤十字奉仕団

3 中島子供見守り隊

4
福生西一区
子ども見守り隊

5 河崎南子ども見守り隊

6 大和子ども見守り隊

活動内容

子どもたちの安心安全は、地域から。コミュニティの充実。

子どもの登下校時の見守り。夏季等休業中の地区内及び地区周
辺の見守り。

小学校児童の下校時の見守り活動・交通安全指導等
（15:00～16:00、16:00～16:30）

“1年に3日、自分に出来るボランティアを”からスタートした
団体です。無理なく出来る事をと集まり、親睦を深めながら、
空缶プルタブ、使用済切手の収集や、ここ数年は米子市役所の
玄関に花を植え、管理するなど、地道に取り組んでいます。

環境（４団体）

防災・防犯（６団体）

8

幼時から高齢の方・障がい者も一緒にできる全員参加型のス
ポーツです。交流会・体験会の開催や講師派遣をし、楽しみな
がら障がい者理解や支え合う社会について考えてもらうきっか
けづくりを進めています。

日本赤十字社の災害救援活動に協力して社会に奉仕することを
目的としています。原始的な通信手段に興味のある方、社会貢
献をしたい方、一緒に活動してみませんか？アマチュア無線の
免許の取得にも相談に応じます。

日本赤十字社鳥取県支部に所属し、救急法・幼児安全法・水上
安全法・健康生活支援講習・防災セミナーの講習を行う特殊奉
仕団です。災害時には救援活動にも参加し、皆様の命を守る
『人道』を理念とし活動しています。

活動内容

活動内容

小学校の下校時間に合わせ、地域の子どもを交通事故や不審者
から守るために、ボランティアで見守り活動を続けています。

私たちは、鳥取県高齢者大学校、環境科一期生、同二期生卒業
者が母体となって「環境」に関するボランティア活動を目的に
して活動中です。

米子市の中心に位置する湊山公園の池が市民にとって憩える場
になることを願い、水質浄化の手段として「湖底こううん」を
実施し、その効果を継続して検証する。

錦海散策の道に整備している宿根草中心の花壇を通じて、ナ
チュラルガーデン―自然に優しい庭造り（消毒、肥料、水やり
しない）―の知識と技術を広く伝えたいと考えています。オー
プンガーデン・ナチュラルガーデン技術講習会を開催していま
す。



⑥
№ 団体名

1 米子国際交流協会

2
ハローほうき
国際交流連絡会

3 ドイツを語る会

4
日本中国友好協会
米子支部

5
フレンドシップフォース
鳥取

⑦
№ 団体名

1 鳥取県ユニセフ協会

2
不登校児童生徒、ひきこ
もり青少年の親の会
つながろう会

3
おやこ食堂｢おかえり｣
みんなの食堂｢ただいま｣

4
子ども食堂「カントリー
キッチンこだま」

5 学校図書館応援団・ARA

国際（５団体）

子ども（１１団体）

子どもたちが少しでもたくさんの本にふれ、図書館が居心地の
良い場所であってほしいとの思いから、本の修理や掲示物の作
成等、米子市内の小学校で、司書の先生のお手伝いをしていま
す。本好き、子ども好きの8名で活動しています。

活動内容

米子市内とその周辺に住む外国人との交流を通して、外国人の
滞在支援と外国文化を知り、日本の文化を紹介することを目的
としたボランティア団体です。いろいろな国の人達と交流した
い方は、是非活動に参加してみてください。

国際交流や国際協力を行っている団体や個人のネットワークで
す。在住外国人との交流イベントや国際理解講座などの活動を
通して、それぞれの活動の輪を広げ、地域の国際交流の推進を
目指しています。

ドイツを中心としたヨーロッパの文化を学びながら会員間の交
流を楽しんでいます。料理教室、ＳＤＧ'sの講座で環境の大切
さを学び、日常生活に活かしています。数年おきにドイツを中
心としたヨーロッパへ旅しています。

当協会は、過去の戦争の反省のもと、1950年に設立されまし
た。中国人との交流、中国への理解を深めるための学習講演
会、太極拳や中国語、中国映画などの中国文化の普及にも取り
組み、とりわけ太極拳は健康と生きがいを求める市民に喜ばれ
ています。

アメリカに本部を置く我々のクラブは、世界60ヶ国のクラブと
ホームステイを通して民間の草の根運動で世界平和に貢献して
います。外国にたくさんの友だちを作り、世界に目を向けてい
ます。この精神を次世代に継げていきます。

ユニセフは、すべての子どもたちの命と権利を守るために約
190の国と地域で活動しています。このユニセフの支援活動を
鳥取県内で促進することを目的に、募金・広報・学習会等の啓
発活動を行っています。

不登校やひきこもりは、どこのご家庭でも起こりうることで
す。悩みを一人で抱え込んでしまわないように、「つながろう
会」にいらっしゃいませんか？気兼ねなく自分の気持ちを話せ
て、人や情報につながれる場所です。

社会的養護卒業生、少年院、刑務所から帰って来られた方と、
そのご家族の参加を大歓迎します。日本を支えてくださる職人
さんを応援します。一緒にご飯を食べたり、遊んだり、勉強し
たりしましょう。相談事もお聞きします。

米子市住吉小学校区にある子ども一人で入れる食堂です。毎月
第2日曜の昼食会で、おばあちゃん手作りの和食です。「一人
より皆でワイワイ食べた方が楽しいよ」と町内に呼びかけ、三
世代交流を続けています。今はコロナ禍でお弁当配布です。

活動内容

9



№ 団体名

6
おはなしグループ
だくちる

7 百舌の会赤十字奉仕団

8
日本ボーイスカウト
鳥取連盟
西部地区協議会

9
日本ボーイスカウト
鳥取連盟
米子第８団

10
ボーイスカウト
米子第１１団

11 レインボー・ツリー

⑧

⑨
№ 団体名

1 人形劇団いとぐるま

2 ことぶき劇団ふたり

3 米子モラロジー事務所

活動内容

観光(該当団体なし)

その他(５団体）

鳥取県高齢者大学校「ことぶき学園米子校郷土史科」を卒業し
てから学んだ事を広く皆皆様に知って頂く為、名所旧跡等の歴
史、観光地等幅広く写真を撮りスライドにより一つ一つの写真
を写してガイド説明を90分話します。

私たちは、毎日どのような心で暮らし、どのような心で人と接
しているでしょうか。モラロジーは、人としての行いととも
に、そのもととなる心のあり方（心づかい・考え方)を大切に
するモラルを学び、実践することを教えています。

男の子女の子集まれ！野外や小川等、自然の中で色々な体験か
ら地域社会に貢献できる青少年を育成する団体で小学1年から
大学まで活動しています。世界各国で世界平和、国際友愛の精
神を育み、あらゆる人への心づかいが出来る青年を育成しま
す。

活動内容

子ども達におはなし会（絵本、お話、童歌等）を届ける活動を
始めて26年目。子どもたちは絵本やお話が大好きです。主人公
になりきり、目を輝かせ、お話の中に入ってきます。創造の世
界でワクワク心躍らせて欲しい。そんな思いで、おはなし会を
届けています。

百舌の会赤十字奉仕団は、絵本の読み聞かせ活動をしていま
す。子どもと絵本の出会いを大切にがモットーです。昔話や絵
本が大好きな方、どうぞお声を掛けてください。ただいま団員
を募集中です。

米子市心身障害者福祉センターで、障がい者の方たちに人形劇
講座を開いています。一緒に人形劇をしませんか。視覚・聴
覚・発達と頑張っている仲間がいます。公演は、日曜日・祝日
と年6回程度、県内外において無料実施しています。幸せの
「虹の公演」。

小学生から大学生までの青少年が成人指導者と共に自然の中で
様々な体験をします。体験活動を通して世界平和に貢献できる
青年を育成します。男子のみでなく女子も共に活動していま
す。（http://bsyonago11.wp.xdomain.jp/)

ボーイスカウトでは、野外活動を通じて、青少年の健全育成の
ための活動を行っています。興味をお持ちの方、ぜひ一緒に活
動しましょう！

誰かとつながりたい、相談したい、話したい、一緒に何かした
い。助けたり助けられたり、ホッとできる居場所です。五千石
校区八幡で毎週土曜日『子ども食堂』をしたり、学習支援・手
作り教室・手話教室をします。

10



№ 団体名

4
鳥取立志教育支援
プロジェクト実行委員会

5 ねこいえ米子

活動内容

11

全ての猫が幸せになれるよう願い、定期的に「保護猫の譲渡
会」を開する他、飼い主のいない猫を増やさないためのＴＮＲ
活動やそのサポートも行い、収容数殺処分数の減少・人と猫が
共生できる地域社会を目指し活動しています。

私たちは、子どもたちの夢や志を育み、その実現をお手伝いす
る団体です。「志授業」という授業を行い、自分の長所を活か
して人や社会に「お役立ち」するという幸せな人生を築くきっ
かけをつくっています。




