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NPO設立・運営相談会in 奈良
ＮＰＯの設立を考えていらっしゃる方、実際に運営されて
いる方の様々な相談をお受けする「ＮＰＯ設立・運営相談
会 in 奈良」を今年も引き続き開催いたします！相談の具
体例は、、、
●ＮＰＯ法人って何？
●登記申請（変更）の方法が分からない・・・
●ＮＰＯ会計や税務の処理方法は？？？
●スタッフを雇用する場合の労務の手続きは？
●チラシやパンフをブラッシュアップして欲しい。
●効果的に事業運営をするにはどうしたら？
などです。この他にも設立・運営に関してお困りで
あればぜひ相談にお申し込みください！
【相談担当】
礒野 奈緒さん
ＮＰＯ法人市民活動サークルえん事務局長
ＮＰＯ事務力検定応用実務編取得
労務管理士／初級システムアドミニストレター
【日時】毎月第３木曜日 ※完全予約制
①14:00～15:00 ②15:30～16:30
③17:00～18:00 ④18:30～19:30

農業と福祉の連携
◆ これからの農業 ◆
農における課題と福祉（障害者等）における課題、その双方の
課題を解決しながら双方に利益のあるWin Winの取組…それが
「農」と「福祉」の連携「農福連携」です。
社会的な弱者といわれる人たちが、農業を通じて働く場と収入を
得て自立できれば、それだけ社会保障費の削減につながると同
時に、農業の衰退にも一定の歯止めがかかり、生産の拡大に寄
与する可能性もあります。もちろん解決しなければいけない問題
は山ほどありますが、農福連携には大きな可能性が秘められて
いて、今後の進展に大きな期待がかかっています。（HPより抜粋）
ＦＡ（フラワーアドバイザー）奈良さん
○活動紹介：NPOとボランティア団体パネ
ル展２クール（６月２９日～７月２７日）
○「こけ玉作り」（ポリエステル媒地使用）
○開催場所：交流コーナー
○開催予定：７月下旬
しみんだより７月号に詳細掲載予定です。

ポリエステル媒地とは
リサイクルの古着を利用したポリエステル繊
維媒地は排水性、保水性、通気性、肥料の
保持力などに優れ、根張りもよく植物が育ち
やすい特徴があります。これまで３ と言わ
れた農業を「快適、キレイ、健康」の３ に転
換できる可能性を秘めています。 さらに土
壌害虫の発生や、連作による媒地の経年劣
化に伴う連作障害も抑えられます。

FA奈良さんのこけ玉作り

ＮＰＯ会計講座と個別相談会を今年度は下記のように
開催します。昨年同様、講師（相談員）はＮＰＯ会計支
援コーディネーターの紙德真理子さんです。
詳細はしみんだより、ＨＰ、チラシにてお知らせします。

ＮＰＯ会計講座（全３回）
「初めの一歩～会計が怪計にならないために～」
【日時】 5月18日（土） 9月21日（土） 1月18日（土）
いずれも10:00～11:30
【内容】 持続可能な組織運営と情報公開のために必要
な会計処理を学ぶ
【申込】 開催1週間前までに、電話、ＦＡＸ、メールにて。

ＮＰＯ会計個別相談会
【日時】 5月18日（土） 9月21日（土） 1月18日（土）
<各日2団体受付>
①9:20～9:50 ②11:40～12:10
7月20日（土） 11月16日（土）
<各日4団体受付>
①9:30～10:00 ②10:15～10:45
③11:00～11:30 ④11:45～12:15
【内容】 ＮＰＯ法人、任意団体等の会計についての相談
【申込】 各相談日1週間前までに予約申込
◆ 近畿大学林教授との出会い ◆
地域のお茶に関心があり、「環境
によい植物を育て、またお茶を楽し
む高尚な趣味」という視点と「健康に
もいい」というお茶を大阪や兵庫に
住む友人や、マンションのベランダで
育ててもらいたいと思っていたところ、
近畿大学の、 「ユニバーサル農法」
（写真）との出会いがありました。

ポリエステル媒地を使った花壇

奈良県：近畿大学連携事業／
ユニバーサル農法

自分の実家の荒れていく茶畑を見ては、ひっこぬいてプラン
ターに植えられないかと悩んで、指導を受けたところ「ポリエステ
ル媒地*」について林教授から伺いました。
◆ FA奈良で講演をきっかけに ◆
そこで、普段花壇の保全や月ヶ瀬の梅の剪定などのボランティ
アをされているFA奈良さんに声をかけ、「ユニバーサル農法」に
ついて、林教授に講演をして頂きました。林教授のお話を聞いて
「これからの農業に未来がある！希望がもてる！」と感動の声。
当センターの、ポリエステル媒地によるこけ玉作りの企画につな
がりました。ぜひ、皆さんもこの機会にふれてみませんか?
（ペンネーム：小梅ちゃん）

奈良（フラワーアドバイザー）とは
平成 年 月に花の愛好家が、奈良市を花と緑
で明るい街づくりをしようという思いで発足しまし
た。主な活動は市街区公園、市公民館の講座講
師活動、月ヶ瀬梅林の剪定、２ヵ所の市の花壇活
動、ボラセンのフェスティバルへの参加協力など。
連絡先 藤井政勝（
奈良代表）
３４－５２２６

職員ご挨拶
皆様初めまして、森田と申します。
今年で役所生活 周年を迎えま
す。が、新しい部署に転任となり
少し緊張しています。不慣れな為、
何かと面倒をお掛けしますが、よ
ろしくお願いします。
森田 太介 （もりた たいすけ）
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ボランティア入門講座（毎月開催）

「ＨＵＧ²祭り ２０１９」

５月の受講者 募集中！
【奈良市ボランティアポイント対象事業】
５月２５日（土） １０：００～１２：００
「ボランティアの基本を学び、その魅力に触れてみませんか」
【場所】当センター 会議室
【対象】奈良市内に在住・在勤・在学されている方で
ボランティア活動に関心のある方
【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

サポーターズ会議始まります！
ＨＵＧ²祭りは、今年で６回目。昨年は５４団体が参加。来場者や出
展者･出演者を合わせて約１，１５０名、累計約８０名のボランティア
が参加した、センター最大のお祭り。企画や運営にぜひ参加してく
ださい。
第１回 5月28日（火）１8：00～19：30
第２回 6月25日（火）１8：00～19：30
以降は7月２３日、9月２４日、１０月２２日（８月、１１月なし）

折り紙ボランティア講座
【奈良市ボランティアポイント対象事業】
第１回 折り紙ボランティア講座
「壁面を季節の花で飾ろう」
・折り紙「ひまわりのリース」
当センターの飾りつけボランティア実習
【場所】 …当センター会議室
【日程】 … ６月２９日(土) １０：００～１２：００
【対象・定員】…施設担当者、一般市民
３０人。在勤・在学も可。
【折り紙実習及び活動紹介など】
…折り紙ボランティア「おりがみの輪」さん
【申込】…往復はがきに講座名、住所、氏名(ふりがな)、
電話番号をご記入の上、お申し込みください。
【締切】 …６月１９日必着で同センターへ。
はがき１枚につき１人限り。多い場合は抽選。

ならママを応援するボランティア講座
6月中旬から毎週水曜日開催（全５回）
【奈良市ボランティアポイント対象事業】
子育て中のママ必見。今年もやります「ならママを応援
するボランティア講座」！小さなお子様がいても大丈夫！
身近な生活の事、気になる子育て術…等々、みんなで一緒に
まなびませんか？明日からの生活に役立てられること満載！！

第１回 ６月１２日（水） １０：００～１２：００
「学びませんか？笑顔になれる居場所づくり」
講師：日本結婚教育協会
第２回 ６月１９日（水） １０：００～１２：００
「ママの為の姿勢講座」
講師：奈良姿勢向上倶楽部
第３回 ６月２６日（水） １０：００～１２：００
「手話はベビーサインからはじまります」
講師：はぐくみ生涯学習グループ
第４回 ７月 ３日（水） １０：００～１２：００
「忙しいお母さんのテキパキ料理」
講師：奈良友の会
子ども遊び
第５回 ７月１０日（水） １０：００～１２：００
スベース完備
「布ぞうりストラップをつくろう！」
講師：たびっぱの会
【場所】当センター会議室 ※子どもさん同伴可
【対象】奈良市内に在住の子育て中の女性
【定員】各回１５名 ※応募多数の場合は抽選
【締切】６月５日(水)

１２月１７日振り返り ※同時間で実施（全６回予定）
※ＨＵＧ²祭りは、11月下旬～12月上旬頃に開催の予定

スポーツボランティア講座
6月から隔月に開催（全５回）
【奈良市ボランティアポイント対象事業】
スポーツには、見るスポーツ、するスポーツ、支えるスポーツが
あります。スポーツボランティアは支えるスポーツです。
学んで気持ち軽くボランティアしてみませんか?
第１回 奈良マラソンのボランティア
６月２２日（土）13:30～15:30
「こんなとき！どうする！｣について事例ワーク
奈良マラソン事務局 東久保史郎さん
【場所】当センター 会議室
【対象】奈良市内に在住・在勤・在学されている方で
ボランティア活動に関心のある方
【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
7月は、パラリンピックスポーツ「ボッチャ体験」を
予定しています。詳しくは7月号しみんだよりに
掲載させて頂きますのでよろしくお願いいたします。

NPOとボランティア団体パネル展
募集中！
パネル展前期の展示団体を募集します！
魅力や活動内容を伝える絶好の機会ですので、ぜひ申込下さい。
※申込締切：5月11日（土）締切後、空きのあるクールは受付ます。

１団体につき展示期間は４週間です。
第１クール： 6月 1日 ～ 6月29日
第２クール： 6月29日 ～ 7月27日
第３クール： 7月27日 ～ 8月24日
第４クール： 8月24日 ～ 9月21日
第５クール： 9月21日 ～ 10月19日
第６クール：10月19日 ～ 11月16日
前半は、上記日程で申込受け付けています。詳しくは、センター
窓口まで。募集要項、申込用紙などお渡しいたします。

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
◆天皇陛下退位・即位による休館と時間変更
①5/1は休館 ②4/30、5/2～5/6 開館時間は17:00まで。

＜平成３０年度センターご利用状況＞

【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

登録団体数
３３７ 団体
会議室利用件数(のべ) ４，２６２ 件
利用人数(のべ)
５８，００６ 人
平成３１年３月３１日 現在

