
 “小さなNPOを応援するデザイナー”

林田全弘氏のブースでは、事前に申
込のあった団体との個別の相談会を
実施しました。 

 チラシという広報戦略のツール、団体
ごとに抱えている課題や状況は違いま
す。 どの団体に対しても、終日、しっ
かりと向き合っている林田さんの姿が
印象的でした。 
 参加団体からは、｢NPO法人の目線

からポイントを考えるべきだということ
がわかった」｢若い世代からの指摘が
役に立つと感じた」また｢ハウツー本で
はなく、事例集を見ること」「表面に商
品やイベントの価値 
を載せること｣といっ 
たアドバイスが役に 
立ったという声が聞 
かれました。 
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◆～これまでの講座の流れ～◆ 

◆～今後の展開～◆ 

○第１回 絵本補修ボランティア養成講座 
 ・平成２７年３月１０日（火）に開催 
 ・対象者は絵本補修の未経験者、初心者 
 ・参加者は約４０名 

○第２回 絵本補修ボランティア養成講座 
 ・平成２７年５月１２日（火）に開催 
 ・対象者は絵本補修の未経験者、初心者 
 ・参加者は約３０名 

○市立図書館蔵書の補修ボランティア活動 
 ・平成２７年７月９日（木）に開催 
 ・「絵本補修ボランティア養成講座」受講者 
  を対象に募集 
 ・活動場所は市立中央図書館、市立西部 
  図書館、市立北部図書館 

○絵本補修ステップアップ講座（予定） 
 ・平成２７年度中に開講 
 ・「絵本補修ボランティア養成講座」受講者、 
  絵本補修経験者を対象に募集 
 ・絵本補修の応用的な知識や技術の習得を 
  目的とする講座 

○絵本リサイクル事業（予定） 
 ・当センターと奈良市ボランティアセンターを 
窓口にして、市民の方々から不要になった絵本を 
持参していただき、回収 
 ・「絵本補修ボランティア養成講座」受講者、 
  絵本補修経験者が対象 
 ・絵本補修の応用的な知識や技術の習得を 
  目的とする講座 

※（予定） 表記のある事業や講座につきましては、 
  内容変更もしくは中止となる場合があります。 

 

 
  

 

 11月15日（土）に「HUG²(はぐはぐ)祭り2015」を開催。当
日は約650人の来場者で賑わいました。 

 このイベントは、奈良市内で活動する市民公益活動団
体(NPO法人や任意のボランティア団体等）のことを広く
知ってもらうために企画したもので、「HUG²市場」エリアと
「相談・体験コーナー」エリアには合計で32団体がブース
を出展し、 8団体（司会含む）がステージ発表をしました。 

 開催にあたっては昨年に引き続き、参加団体や大学生
によるサポーターズ会議を4月に発足して、様々な意見や

アイデアを出し合い集約しながら準備を進めました。その
結果、来場した子どもたちへのオリジナル缶バッジの配布
など、新しい試みも積極的に取り入れることができました。 

参加団体アンケートから 

・予想より多くの方に来ていただき当会のPRができた。スタンプ

ラリーもすごく良かった。昨年に比べ来場者とコミュニケーショ
ンがいっぱいとれた。 
・去年よりも訪問いただける人数が増えた。…中略…ＨＵＧ２祭り
＝ポイントを集める場ではなく、きっかけにしないといけない。 

そのためにそれぞれの団体が何ができるかを考えていきたいと
思った。 

・担当者が直接来場者に話かけチラシ等をお渡し出来たメリット
は大きい。今後ともPRの仕方を工夫して来年も参加させて頂き
たい。 

・スタンプラリーのおかげで、当会に興味のない来場者の方とも
話をすることができた。質問に来る人が多かった。 

・なぜＨＵＧ２祭りというのか、簡単な説明がパンフなどにあれば
と思う。ポイント付与のスタンプラリーについて、来られた人誰
にでも出すのではなく、せめて「話を聞いてくれた」など何らかの
アクションをした人にシールを貼るなど工夫が必要ではないか。 

・たくさんの出展団体があり驚いた。活発に活動しているのを頼
もしく思った。 

・ステージ発表は、変化に富んだプログラムで間延びせず良
かった。 
・折り紙教室は、70人くらい参加。お母さんも喜び、ボランティア

さんも熱心に教えてくれた。子どもからは、ものすごく面白かっ
たとの声が聞かれた。 

第2回 HUG² 祭り 
 開催しました！ 

 その中でも、奈良市ポイントをもらえるスタンプ
ラリーの実施は来場者や参加団体から非常に好
評でした。第１回目と比較して各団体の出展ブー
スへ立ち寄る来場者の人数が、予想以上に大幅
に増加したことは大変嬉しいことでした。(下記｢参
加団体アンケートから｣参照) 
 また10月から募集を始めた、当インフォメーショ
ンセンターのボランティアスタッフ18名の方々に

は、ＨＵＧ２祭りの事前準備と当日、合わせて延
べ50人・100時間の作業に協力いただきました。 
 第3回目となる来年度は、さらに多くの団体や

市民の方々との協働を推進し、より一層充実した
ものを作りあげて参りたいと思っています。大変
ありがとうございました。 

｢NPOのための 
デザイン無料相談会」 

in  HUG² 祭り 

 



【開館時間】    月曜～土曜 9:00～21:00 / 日曜 ・ 祝日  9:00～17:00    ※年末年始は休館日となります 

【 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 

【事業内容】    奈良市におけるボランティアやNPOなどの市民公益活動・団体を幅広くサポートするため、 

            「相談・育成」 「情報収集・発信」 「活動の支援」 「交流の場の提供」 等の様々な取組を   

            積極的に行っています。どうか、お気軽に、ご利用・ご相談・お問合せください。        

        ＜奈良市ボランティアポイント対象事業＞   

 【開催日時】 3月 5日（土）・3月12日（土）・3月13日（日） 

          いずれも10:00～16:00 昼休憩あり  

 【開催場所】 奈良市ボランティアインフォメーションセンター 

 【講座内容】 身近なデジタルカメラで撮影した動画を 
          活用して、インターネットで団体の情報や 
          活動を発信できる技術の基礎を身につけます。 
 【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し、漏れた方のみ連絡 

  【ポ イ ン ト】  受講者には20ポイントが付与されます。 

【開催期間】 通年（当センターの開館時間内） 

【場 所】 奈良市ボランティアインフォメーションセンター 

【内 容】 市内に活動拠点をおくＮＰＯ・ボランティア等の市民公益 

       活動団体が自分たちの活動をわかりやすく展示します。 

【備  考】・１クール（４週間）ごとに展示団体が変わります。 

      ・各クール８団体の展示を行います。 

          詳細は当センターまでお問合せ下さい。 

＜奈良市ボランティアポイント対象事業＞    

   各ご家庭で要らなくなった絵本をご寄贈下さい。 

   お持ちいただいた絵本はセンター内リユースコーナーに設置し、 

   希望される方に無料で持ち帰って頂いています。    

【受付場所】 奈良市ボランティアインフォメーションセンター 

【ポ イ ン ト】 寄贈1冊あたり、1０ポイントが付与されます。 

            

    【受付期間】 通年（当センターの開館時間内） 

 【場 所】 奈良市ボランティアインフォメーションセンター 

 【対 象】 市内を拠点に活動されているＮＰＯ・ボランティア等 

        の市民公益団体で、法人・任意団体は問いません。 

 【内 容】 様々な助成金の中から、各団体の活動内容や希望 

        条件に該当する情報を探してアドバイスします。       

 【申 込】 電話・ＦＡＸ・メール・窓口で受付します。 

                

       
【日 時】 2月13日（土）12:30～16:00 

【場 所】 なら100年会館 

【趣 旨】 「交流の集い」は「すべては子どもたちのために」を合 

      言葉に、地域で決める学校予算事業や放課後子ども 

      教室推進事業の取組を紹介してきました。 

      今回は「社会力を身につけた子どもたちを育てる」こと 

      を目指し開催します。 

      どなたでも入場できます。是非ご覧下さい。 

【内 容】 ◆パネルによる各中学校区の学校支援の取組紹介 

       ◆児童・生徒による取組成果発表 

       ◆生徒たちが企画考案した学区ブランド産品の展示・ 

        販売（販売11：40～） 

【問合せ】 奈良市地域教育課 ＴＥＬ：0742-34-5366 

  

    ＜奈良市ボランティアポイント対象事業＞  

 【日   時】 １月23日（土）  13:30～15:30 

             ～気になることをやってみる！～ 

        ゲスト：NPO法人いこま山の子会  理事長 紀村典子さん 

          2月27日（土）   13:30～15:30 ※詳細未定  
 【場   所】 奈良市ボランティアインフォメーションセンター 

 【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し、漏れた方のみ連絡 

 【申込方法】 電話・ＦＡＸ・メール・窓口で受付します。 

          ※講座名（開催月）、住所、氏名（ふりがな）、電話番号を              

             明記の上、本紙掲載の連絡先までお申し込み下さい。 

  【ポ イ ン ト】  受講者には20ポイントが付与されます。 
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講座・イベント・ボランティア募集などの最新情報 

毎月開催の『ボランティア入門講座』 
   １・２月の受講者を募集します！ 

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・お問合せ先 

 税務処理、決算の季節！ 
会計専門家相談会を開催します！ 

『パネル展』 開催日程について                      
      

『ボランティア活動先一覧』 の 
     最新号（Ｈ２７夏号）を無料配布中！ 

 ああ 

市内で活動するＮＰＯ・ボランティア団体の 
           助成金相談を受付けております！ 

  絵本をお持ち込み下さい！                    
 「絵本リユース」 を行っています    

各団体が活動の魅力を発信する 
     『パネル展』を開催中です！ 

別紙 

奈良市地域教育推進事業 

         第5回 交流の集い 

市民公益活動入門講座 

～デジタルカメラを使って 
       動画を撮影・公開しよう！～ 

・専門家相談会(広報、
会計) 
・井戸端サロン 

    

【日時】     2月28日(日) ※時間の詳細は未定 

【場所】    奈良市ボランティアインフォメーションセンター 

【相談内容例】  ･活動計算書、貸借対照表、財産目録の 
           作成手順 

         ・税務処理等 
          ・日頃の会計処理の方法 

【対象】    奈良市内を中心に活動している 
          NPO法人、ボランティア団体 

【定員】    ３団体 

【申込締切】 2月14日(日) 

【申込方法】 電話、ファックス、Eメールにて受付します。 

           


