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リユースプラレールの貸し出しを始めました
子どもに大人気のプラレール。「子どもが大きくなって走らせていないんです…」。センターではそん
なお休み中のプラレールの寄付を受け付けて参りました。沢山の寄付をありがとうございました！
この度、寄贈いただいたプラレールを活用し、市民公益活動をされている団体の活動を応援する
ための「リユースプラレール貸し出し」を始めました。子育て広場、つどいの広場、子ども食
堂、地域の子育てイベントやプラレールひろば等でご活用いただけるのではないかと思います。
既に利用された団体から「お父さんとお子さんが一緒にプラレールを作ることでコミュニケーション
が広がった」という声もありました。大人(保護者の方)と子どもが共に楽しみ、遊ぶ機会作りに繋が
れば幸いです。
貸し出しには規約への同意と申請書の提出が必要です。いずれもホームページからダウンロード
できますので、ご活用ください。
お申し込みの際は、まずお電話で貸し出しが可能かどうかをお確かめください。
○個人への貸し出しはしておりません。市民公益活動
団体の活動・イベントに対して貸し出しいたします
○非営利・非収益活動に対してお貸しいたします
○車両とレールのどちらもございます
○貸し出しは無料です
○最長1週間お貸しいたします
○受付は貸し出しの3か月前から承ります
＜詳しくはセンターまでお尋ねください！！＞

◆行ってきました！◆

「ビオフードフォレスト(THE BFF NARA)」
暑さ真っ盛りの7月、フランス出身のJeromeさんと奈良
在住の宮本華子さんご夫妻が主宰されている「ビオフー
ドフォレスト」の畑で、会の活動について伺いました。
「ビオフードフォレスト」は「フードフォレスト」という農法を
用いて、食を通じたコミュニティ作りに取り組まれていま
す。「フードフォレスト」とは、野菜、果物、ハーブといった
作物を高木、低木、草、蔓などを組み合わせて一緒に植
え、育む方法で、1年を通じて最大限の収穫を目指したも
のです。その他にも ▽作物がもつ相性を考慮し植えるこ
とで、成長を助け合う ▽化学肥料などは用いず、枯葉や
枯木を用いた自然な肥料を使う などの特徴をご説明い
ただきました。
現在、 「ビオフードフォレスト」では活
動に参加できる方を募集中です。
外国の方の参加も多く、活動中は英語
が中心になりがちだとか…。
農業、食、英会話などに興味のある方
は一度参加されてはいかがでしょうか。
もちろん英語が苦手でも大丈夫です。

はぐ はぐ

「ＨＵＧ²祭り２０１８」
１２/２(日)に開催が決定！
今年で第５回目となる「HUG²（はぐはぐ）祭り」の開催日
程が、12/2（日）10:00～15:00に決定しました！
「HUG²祭り」は当センターにおける年間最大のイベント
で、ボランティア・NPO・地域自治組織といった市民公益
活動に携わる様々な団体の魅力を、より多くの方々に
知っていただくことを目的としています。
子どもから高齢者まで幅広い世代が、楽しい時間を過
ごしながら市民公益活動に対する興味や関心を深めら
れるよう、参加団体それぞれが工夫を凝らした内容で来
場者のみなさんをお迎えします。
イベント内容の詳細は、当センター公式HPに順次掲載
いたしますので、ぜひご覧ください。
◆ 「 HUG²祭り2018 」 開催概要 ◆
【開催日時】平成３０年１２月２日（日） 10:00～15:00
【 内 容 】展示コーナー/物販コーナー/相談コーナー
体験コーナー/ステージ発表/キッズコーナー
プラレールコーナー、他
【 会 場 】はぐくみセンター1F・２Ｆ・３Ｆ
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ＮＰＯ会計支援講座

「折り紙ボランティア講座」

｢初めの一歩
～会計が怪計にならないために～｣
【奈良市ボランティアポイント対象事業】

＜第３回 １０月 ６日（土）
１０：００～１２：００＞
内容： NPO会計実務に即した 勘定科目の建て方 や
一連の流れについて 等
＜第４回 １２月 ８日（土） １０：００～１２：００＞
内容： 希望団体に対応した個別相談 （予定）
・・・・・・・・・・・・(以下、第３回、第４回共通）・・・・・・・・・・・・

講師： ＮＰＯ会計支援コーディネーター 紙徳真理子さん
【場所】 当センター 会議室
【対象】奈良市内のＮＰＯ法人、任意団体、自治会等の代表、
会計担当者等 第１回、第２回未受講の方も可
【定員】 ３０名
【締切】 各回開催日の1週間前 メール、ＦＡＸ、電話、窓口で受付

ＮＰＯのための資金調達入門講座
～｢ファンドレイジング｣基礎編～ （全３回）
【奈良市ボランティアポイント対象事業】

第1回 「ＮＰＯ団体の資金調達 基礎編」
日程： ９月２２日(土) １０：００～１２：００
内容： ・ＮＰＯ団体にとっての財源とは？
・いろいろな資金調達の方法
・自団体にあった資金調達の選び方 等
第２回 「クラウドファンディングのこれから｣
日程： １０月１３日(土) １０：００～１２：００
内容： ・クラウドファンディングとは？
・クラウドファンディング運営会社の最適な選び方
・実際に使ってみよう
・クラウドファンディングのこれから 等
第１回･第２回 講師：
日本ファンドレイジング協会准認定ファンドレイザー
ならファンドレイジングラボ
西村 昌弘 さん
第３回 「お金ください！って言えますか？」
～ファンドレイジングの「心のブレーキ」を発見する方法～
日程： １１月１７日(土) １０：００～１２：００
講師： 日本ファンドレイジング協会
認定ファンドレイザー 浅井 美絵 さん
内容： 「心の豊かさから、社会の豊かさを創りだす｣を
テーマにしたＮＰＯ/ＮＧＯ関係者向けの
メンタルトレーニング
＜各回共通＞
【場所】 当センター 会議室
【対象】 奈良市で活動しているNPO法人、任意団体等市民公益活動
団体関係者及びテーマに関心を持つ一般の市民の方
【定員】 各回４０名 単独回のみの参加も可
【締切】 開催日の1週間前
メール、ＦＡＸ、電話、窓口で受付

【奈良市ボランティアポイント対象事業】

第３回 １１月３日（祝）１０：００～１２：００

HUG2祭りの看板作りをしよう！
折り紙を使って皆で看板をつくりHUG2祭りを盛り上げます。
折り紙内容：クリスマスをテーマにしたもの
【指導】 折り紙ボランティア「おりがみの輪」
【対象】 小学生以上（小学生は保護者同伴）
【定員】 ３０名（うち保護者と子５組程度）応募多数の場合は抽選
【申込】 往復はがきに住所、氏名（ふりがな）、電話番号を書いて
同センターへ。１枚につき１人又は１組限り

スポーツボランティア講座
6月から開催（全５回）
【奈良市ボランティアポイント対象事業】
第３回 １０月１３日（土）１３：３０～１５：３０
「パートナーシップで仲良くボランティア」
～手と手を取り合い踊りましょう～
講師： NPO法人まほろば円舞会 代表 上亟 明（うえじょうあきら）さん
内容：まほろば円舞会２０１８の紹介とボランティア
第４回 １１月４日（日）１０：００～１２：００
「親子をつなぐアフリカブンブン」
講師： 関西ポーランドダンス愛好会「クラコ」
代表 竹山進一郎・政子さん
内容：みんなで踊るアフリカブンブンとフォークダンス他
【場所】 当センター 会議室
【対象】 奈良市内に在住・在勤・在学
第４回は小学生以上（小学生は保護者同伴）
【定員】 各回３０名 ※応募多数の場合は抽選
【締切】 各回開催の１週間前 メール、ＦＡＸ、電話、窓口で受付

パネル展前期開催（第５・６クール）
【展示場所】：当センター交流コーナー
パネル展前期第５・６クールの日程と展示予定団体です。
たくさんの市民の方に、団体の魅力や活動内容を知っていただける
展示となっております。ぜひお立ち寄りください。（略称･順不同）
第５クール（９月１日～９月２９日展示） 【計８団体】
・（一社）地域未来エネルギー奈良 ・青山グリーンサポートの会
・NPO NALC奈良 ・折り紙ボランティア おりがみの輪
・NPO法人 日本結婚教育協会 ・奈良シネマクラブ
・NPO法人 奈良シニアIT振興会 ・JICA関西
第６クール（９月２９日～１０月２７日展示） 【計８団体】
・奈良市地球温暖化対策地域協議会
・（公社）日本オストミー協会奈良県支部
・Ｍｉｌｋｙ Ｗａｙ ・（一社）ミントグリーン ・奈良県ＮＩＥ推進協議会
・奈良友の会 ・写真クラブ２５ ・奈良フェニックスの会
団体アピール： 奈良友の会 「家計簿塾コーナー」
１０月１７日（水）１０：００～１２：００ 交流コーナー

お申し込み・お問い合わせは、奈良市ボランティアインフォメーションセンターへ
【開館時間】 月曜～土曜９:００～２１:００ / 日曜・祝日９:００～１７:００
【休
館】 年末年始
〒630-8122 奈良市三条本町13番1号
はぐくみ（奈良市保健所・教育総合）センター １F
TEL：０７４２-９３-８４３５ / FAX：０７４２-３４-２３３６
E-Ｍail：volunt-info@city.nara.lg.jp /HP：http://www. volunt-info.jp

＜平成３０年度センターご利用状況＞
登録団体数
３２２団体
会議室利用件数(のべ ) １，３９１件
利用人数(のべ)
２１，５８０人
平成３０年７月３１日 現在

