
今年度、当センターでは2ヶ月に1回「NPOのためのデザイン無料相談」を行って
います。アドバイザーは、NPOの広報制作物を数多く手掛けてきた「小さなNPOを
応援するデザイナー」林田全弘さん。事前に申し込まれた団体を対象にした個別

の相談会です。講座とは違い個別相談では、団体が抱える悩みに対してダイレクトに応えることができるた
め、その後の実践に移しやすいという良さがあります。

相談をした団体からは「チラシを見る人の立場に立って考えることを学べた」「広報物をつくる前に目的を
言葉で表す作業の大切さが分かった」「ブログの活用方法を知ることができた」などの感想が聞かれました。
相談後、持参されたチラシにはアドバイスの内容が早速反映されていて、相談前のチラシと比べると情報
伝達力が“レベルアップ”したことを、相談者ご自身が実感されていました。さらなる広報力アップに
役立ててもらいたいと考えています。

※今後は11/12、1/27、3/11に実施予定です。既に予約は埋まっていますので原則キャンセル待ちと
なりますが、希望される団体は担当者までご相談ください。
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11月27日(日)10:00～15:00

「HUG²祭り2016」 開催！
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今年度のテーマは
「つながる・つたわる･ひびきあう｣ です。

市民のみなさんと活動団体、そして活動団
体同士が「つながり」、発信者と受け手が
｢ひびきあって｣、メッセージや思いが「つた
わる」そんなお祭りにしたいと思います。

当日は、はぐくみセンター１階フロアと２階、３階の各１部屋が会場となり、概ね６つのゾーンに分かれます。

ステージ発表 10:00～13:40

午前・午後、各３団体が、音楽やダンス、甚句等日
頃の練習の成果を発表します。司会、音響も市民活
動グループが担当します。しかまろくんの撮影会も
この場所で。11:10～と13:30～の予定。

＜東側玄関口エントランスホール＞

パネル等の出展と物品販売

各団体がパネル他さまざまな工夫
を凝らしたＰＲと、運営資金のため
の物品販売を行います。
＜通路掲示板に沿った両面＞

センター主催事業

活動団体の協力のもと、ＰＣなんでも
相談･子ども向けクラフト・折り紙教室・
絵本寄贈受付をします。
＜会議室1-3,ロッカー前スペース＞

相談・体験

日頃の活動をより理解していた
だくための相談や体験ができま
す。交流ができる機会です。

＜会議室1-1･2･5＞

トーク＆セッション 13:00～15:00

演劇に学ぶコミュニケーション
(要事前申込) ＜３階大会議室＞

おはなし会

ストーリーテリングや絵本読み
＜２階会議室2-1＞

スタンプラリーで
ポイントつきます！

キッズに缶バッジの
プレゼント！(先着順）

【はぐくみセンター1階平面図】

※団体の配置は変更することもあります。



～親子で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～

【日時】 １２月１０日（土）１０：００～１２：００
【内容】親子でボランティアの基本的な考え方を学び、

折り紙を使ったメッセージカードづくりのボラン
ティアも体験します。

【対象】親子参加（子どもは小学生以上で、保護者同
伴のこと）。奈良市内在住・在勤・在学。

【定員】 10組 ※応募多数の場合は抽選。
【申込】電話・ＦＡＸ・メール・窓口で受付けます。

※講座名（開催月）・住所・氏名（ふりがな）・
電話番号を明記の上、当センターまで。

【締切】開催日の１週間前。
【備考】ボランティアポイントの対象事業です。

【日時】１１月２６日（土）１０:００～１２:００
１２月２４日（土）１３:３０～１５:３０

【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】３０名 ※応募多数の場合は抽選。
【申込】電話・ＦＡＸ・メール・窓口で受付けます。

※講座名（開催月）・住所・氏名（ふりがな）・
電話番号を明記の上、当センターまで。

【締切】各開催日の１週間前
【備考】ボランティアポイントの対象事業です。

【開館時間】 月曜～土曜 9:00～21:00 / 日曜 ・ 祝日 9:00～17:00

※年末年始は休館

【 住 所 】 〒630-8122 奈良市三条本町13番1号

はぐくみセンター (奈良市保健所・教育総合センター）1F

【 連 絡 先】 ＴＥＬ：0742-93-8435 / ＦＡＸ：0742-34-2336 

E-mail：volunt-info@city.nara.lg.jp

《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 平成２８年１１月１日発行 （Vol.23）ＨＵＧ11・１２月号

１１・１２月の

『ボランティア入門講座』
親子ボランティア入門講座

パネル展後期 開催日程

次回井戸端サロンのご案内
1月7日（土）11：00～12：00

どなた様もお気軽に!!

パネル展後期の日程と展示予定団体です。
団体の魅力や活動内容を知ることができる機会！
ぜひお立ち寄りください。（略称･順不同）

＜第７クール 10/22(土)～11/19(土)＞

奈良おはなしの会・まほろば円舞会・奈良県断酒連
合会・なら消費者ねっと・ならゆうし・ユニセフ協会・
｢和の食文化」研究会・ガールスカウト奈良連盟

＜第8クール 12/3(土)～1/7(土)＞

ほっとＭＳ・アゴラ音楽クラブ・サークルおてんとさん・
ストップ温暖化の会・ワンディッシュエイド・食品衛生
協会・大和絵巻実行委員会・環境ネットワークなら

＜第9クール 1/7(土)～2/4(土)＞
サポート21なら・奈良元気もんプロジェクト･でぃあー・
フールプカンパニー･高畑自然教室･ハートプラスの

会・奈良まほろばシェアリングネイチャー協会・日本
足育プロジェクト

＜第10クール 2/4(土)～3/4(土)＞
子育てネットワーク・ＰＨＰ友の会・ナラファミリー＆フ

レンド・芸能文化協会･奈良クラブ・かかしの会・奈良
交通Ｇお笑い演芸同好会・ＧＡ奈良コンパスグループ

ＮＰＯ法人を運営するために必要な経理、登記、労務、
所轄庁手続き等、多岐にわたる事務手続きの基本を
学ぶセミナーを、奈良県で初開催します。また、日本で
唯一のＮＰＯ法人の事務に関する検定試験「ＮＰＯ法
人事務力検定（初級）」試験も、併せて実施します。

【日時】 １２月４日(日)
セミナー ：１０：００～１５：３０
試験と解説：１５：３０～１７：００

【場所】 Ｆｅｌｌｏｗ Ｓｈｉｐ Ｃｅｎｔｅｒ ５階
奈良市大宮町三丁目５－４１
ぷろぼの福祉ビル(新大宮駅南徒歩５分)

【申込締切】 １１月２８日（月）
【参加費】 １，０００円
【検定受講料】 １，０００円 (参加費とは別途)
【主催】 ＮＰＯ法人ぷろぼの

奈良市協働推進課
【申込問合先】 ＮＰＯ法人 ぷろぼの 担当：田中

TEL：０７４２－８１－７０３２
＊平成28年度 奈良県地域貢献活動助成事業＊

ＮＰＯ事務会計セミナー(入門手続き編)

ＮＰＯ法人事務力検定(初級) 開催

※今年は年賀カード
作成の予定

＜平成28年度センターご利用状況＞

登録団体数 273団体

会議室利用件数(のべ) 1789件

利用人数(のべ) 22712人

9月30日 現在

奈良市ボランティアインフォメーションセンターご利用案内
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