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３月号

平成３０年３月１日発行
【通巻３１号】 奇数月１日発行

◆今年度のセンターの取り組み 総集編◆
個人向け

スポーツボランティア養成講座

【内容・講師】
奈良マラソン・関西ポーランドダンス愛好会・まほろば円舞
会・オアシスなら・奈良クラブの方を講師に、スポーツを「支
える」側に焦点を当て、社会貢献の可能性を探った。
【日程・回数】
6月・8月・10月・12月・2月 計５回
【参加者数】
講座１２９名 ボランティア ３６名
【参加者の声】
・奈良マラソンに参加しているが、いず
れ走れなくなったらボランティアに参加したい。
・フォークダンスがこれほどハードかつ楽しい体験とは思って
なかった。
・日常の生き方が大切であることに気づいた。
・

個人向け

コミュニケーションのための
演劇ワークショップ

ボランティア入門講座

【内容】
ボランティア初心者または未経験者が、本講座を通してボ
ランティア活動に必要な基礎知識や情報を得ることで、ボ
ランティア活動のきっかけとしていただく。
【日程・回数】 4月5月7月8月9月11月12月1月2月 計９回
【参加者数】 １６７人(１月末)
【参加者の声】
・今日の講座で行政・NPO団体・
社会の関係性がよくわかった。
・身近に、こんなにたくさんのボ
ランティアがあることがわかった。
・ボランティアの見つけ方がよく
わかった。少しでも社会の役に立ちたいと思った。

こども向け プチボラ体験コーナー
【内容】
使用済み切手をはさみで切りそろえる作業
をして、 「日本ユニセフ協会」に寄贈する。
子どものボランティア活動
のきっかけづくり。
【期間】 7月～3月常設
【参加者数】 ５１人（1月末）

団体向け

【内容・講師】
小さなNPOを応援するデザイナー林田全弘さんと、写真撮
の作り方を順を追って学び、実際に作成することで、効果
的に団体の魅力を伝える。
【日程・回数】
8月2回・9月3回 計５回
【参加者数】
５団体 のべ４２人
【参加者の声】
・自分たちの団体の「いいところ」
を再発見できた。
・林田さんの説明がまさにキャッチコピーの連続！
・いろんな角度から撮影するコツを学んで勉強になった。

NPOマネジメント講座

【内容・講師】
シアタープロジェクト奈良の山吹草太さん、なかもとみゆきさ
んに、コミュニケーションの集大成である演劇を学ぶ手法を
使って、コミュニケーション力を高めるワークショップを開催。
【日程・回数】 6月・7月・8月
9月・12月 計５回
【参加者数】 のべ８５名
【参加者の声】
・普段はあえて練習しないことを、
演劇に触れながら学べるのが楽
しかった。
・今までにない新鮮な体験だった。

個人向け

広報デザイン講座
魅力が伝わる三つ折りパンフの作り方

団体向け

【内容・講師】
第１回 NPOのための資金調達入門講座
奈良ファンドレイジング研究会
第２回 若者からシニアまで活躍する環境づくり
NPO法人ならゆうし 代表 西尾陽平さん
第３回 お金がまわるように、活動をどう事業化
していくか？
シチズンシップ共育企画 代表 川中大輔さん
【日程・回数】 8月・9月・10月 計３回
【参加者数】 のべ３３名
【参加者の声】
・助成金や資金調達にどのよう
な方法があるのか、知った。メ
ンバーと情報を共有し、今後の
活動に役立てたい。
・団体を維持継続していくことの
難しさを改めて認識した。

絵本・トミカ・プラレール リサイクルリユース
家で読まなくなった絵本や児童書、遊ばなくなったトミカや
プラレールを回収し、新たな持ち主に使っていただいたり、
イベントに活用していただく。
絵本寄贈 1423冊 131人 持ち帰り 1163冊 613人
トミカ・プラレール寄贈 223点 4人
（１月末）
※寄贈には奈良市ボランティアポイントを付与。詳細はお問合せください。

トピックス

スペシャルサンクス
センターボランティア登録３９名
●ボランティア活動先一覧やボラン
ティア・NO団体活動メンバー
募集一覧の製本
●ＨＵＧ2祭りの事前準備
及び当日のボランティア

大活躍に感謝！

ＨＰリニューアル
しました！⇒
Twitterも
みてね！

《編集・発行》 奈良市ボランティアインフォメーションセンター

ＨＵＧ ３月号

平成３０年３月１日発行 （Vol.３１）

3月の予定

◆今年度の取り組み 総集編◆
イベント

スポーツボランティア養成講座

ＨＵＧ2祭り２０１７

特別講演 夢をあきらめない

【内容】・NPO団体による展示・体験・相談・発表
・避難所シュミレーションゲームＨＵＧ
・はじめての演劇ワークショップ
・「ゆずります」「ゆずってください」コーナー
【日程】 １１月１１日（土）１０：００～１５：００
【参加者】 出展・出演団体34団体 来場者744人
【市民ボランティア】 １６人
【来場者アンケートより】
・いろいろな活動をしているボランティア団体がおられることを
実感した。来てよかった。
・ボランティアの方々が
素敵な笑顔だった。
・あおむしのおりがみが
楽しかった。
・これからも続けてほしい。

【奈良市ボランティアポイント対象事業】

この講演会では、石黒さんご自身のオリンピック体験や
「夢」をもつことの大切さ、またスポーツボランティアの重要
性について語っていただきます。
講師 石黒 由美子 さん
北京オリンピック・シンクロ競技日本代表
３月１２日（月）１０：００～１２：００
奈良市保健所 大会議室
（はぐくみセンター３階）
【対象】 奈良市内在住・在勤・在学の
本テーマに関心のある方
【定員】 ８０名 ※応募多数の場合は抽選
【締め切り】 ３月５日（月）

親子ボランティア体験

パネル展

イベント

【内容】 ＮＰＯ団体によるパネル展示
【日程】 前期 5月6日～ 10月21日 6クール
後期 11月18日～ 3月17日 4クール
【参加者】 出展団体 ８０団体
【アンケート】
・様々な活動があることがよくわか
った。
・皆さんが頑張っておられえらい
なあ！
・こんなにいろんな団体が奈良に
あるのだと改めておどろき！！

イベント

井戸端サロン

親子でボランティアの魅力に触れてみませんか？
【奈良市ボランティアポイント対象事業】

第１回 ３月１７日（土）８：３０～９：３０
「河川清掃作業のボランティア」
秋篠川の清掃ボランティアを行います
中山町西二丁目「泉橋」付近
第２回 ３月３１日（土）１４：００～１５：００
「情報冊子の製本ボランティア」
奈良市ボランティアインフォメーションセンター
【対象】 小学生（奈良市内に在住・在学）
保護者同伴のこと
ボランティア活動に関心のある方
【定員】 各回１０組 ※応募多数の場合は抽選
【締め切り】 各回開催の１週間前

【内容】
ボランティア入門講座
交流コーナーにおいて団体同士や市民の自由な話し合い
【日程】 6月・7月・9月・1月 計４回
～楽しむ心とともに～
【参加者】 １３団体 １５人 市民 １１人 合計２６人
【奈良市ボランティアポイント対象事業】
【担当者所感】
・お話を通じて、団体の活動にとてもやりがいと誇りをもってい
３月２４日（土）１３：３０～１５：３０
ることが心底伝わってきた。
【場所】 当センター 会議室
・集まった方々が、それぞれ自らの意思で発言してくださり、
【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
様々な意見が聞けた。
【定員】
３０名 ※応募多数の場合は抽選
・「三つ折りパンフ」をテ
【締め切り】 ３月１７日（土）
ーマに、イチ押しを語り
合ったり、パンフを使っ
●折り紙ボランティア講座
て団体紹介をし、市民
４月の予定
４月２２日（日）１０：００～１１：３０
の方からの質問や指摘
●ボランティア入門講座
を受け、有意義に過ご
※詳細は４月１日号
した。
４月２８日（土）１０：００～１２：００
しみんだよりを見てね。

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

＜平成２９年度センターご利用状況＞
登録団体数
３０８団体
会議室利用件数(のべ)
３,２６５件
利用人数(のべ)
４３,６２８人
平成３０年１月３１日 現在

