


分野 タイトル 団体名 ページ

高齢者の方々と
一緒に楽しめるボランティアさん募集

(有）あんしん　デイサービス みやび 12

入居者の活動サポート・外出・
レクリエーションのお手伝い

グループホーム　どんぐり 12

高齢者の方々と
一緒に楽しめるボランティアさん大募集

ゆうゆうあやめ池デイサービス 11

趣味や特技を活かして“もっと活き活き！”
昔懐かしい民家でふれ合いボランティアさん募集

有限会社 コミュニティサポート
かなで

11

デイサービスでのレクリエーションボランティア デイサービス・チルチル 10

まちかどデイハウス（お年寄りのサロン）の
車の送迎、お話相手大募集！

ＮＰＯ法人　この指とまれ２１ 10

レクリエーションボランティア募集
マイクロ株式会社
デイサービスそれいゆ学園前

9

高齢者の方々と過ごす｢ふれあい｣｢支え｣
ボランティア募集

デイサービスこもれびの郷 9

ミニコンサートや出し物のボランティア募集 介護老人保健施設　秋篠 8

高齢者の方々とふれあいボランティア
(株)チャーム･ケア･コーポレーション
チャーム奈良公園

8

認知症高齢者と触れ合うボランティア グループホームまごころ 7

レクリエーション・グループワークの支援
発表の場としてもご活用ください

介護老人保健施設
ロイヤルフェニックス

7

高齢者の方とのふれあい
 レクリエーションボランティア募集

有限会社 春風　春デイサービス 6

ぽれぽれ茶屋（認知症カフェ）
～ゆっくり楽しくごいっしょに～

(株）ひまわりの会 6

ミニコンサートや出し物のボランティア
清掃ボランティア

特別養護老人ホーム 万葉苑 5

心に花を咲かせよう 福祉ガーデナーボランティア
募集　健康麻雀に参加いただけませんか？

モミの木デイサービスセンター 5

入所中の要介護高齢者のレクリエーション、
コミニュケーションボランティア

医療法人　岡谷会
介護老人保健施設　やくしの里

4

レクリエーションボランティア
ヒューマンライフケア
奈良デイサービスセンター

4

レクリエーション、
ふれあいボランティアさん募集

医療法人宝山会住宅型有料老人ホーム
なら八条１番館

3

金曜日は笑顔がステキな個性的な仲間たちと
シャロームで会いましょう

喫茶 シャローム 3

ボランティア募集情報　春・夏号　目次

高齢者とともに
充実した楽しい時間を過ごしませんか

社会福祉法人 楽慈会　らくじ苑 1

高齢者の方々とのふれあい
介護業務の補助ボランティア

ライフアートコミュニティ
佐保の里
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般若寺のコスモスをご一緒に育ててくださる
ボランティア募集

公益財団法人　奈良市生涯学習財団

南部公民館

平城京天平祭　運営を一緒にやりませんか？ 平城京天平祭実行委員会 27

アースデイ奈良2017～いっしょに創りませんか～ アースデイ奈良実行委員会 25

里山整備と簡単な大工仕事のボランティア大募集！
特定非営利活動法人
奈良地域の学び推進機構

26

いこま山のようちえん　保育･事務ボランティア募集
うり坊クラブ(小学生クラブ)の野外活動ボランティア

特定非営利活動法人
いこま山の子会

24

そ
の
他

にぎわい味わい回廊　ボランティア募集
特定非営利活動法人
奈良元気もんプロジェクト

24

奈良クラブホームゲーム運営ボランティア募集 奈良クラブボランティア 25

運営・広報のお手伝い（女性） フリースペースＳＡＫＩＷＡＩ 23

奈良ジュニアホッケークラブのボランティア募集 奈良ジュニアホッケークラブ 23

なら子育てネットワーク 21

南部公民館主催事業「なんなん？おもしろ体験隊」
ボランティア募集！

22

JOY(ジョイ）で子ども達に遊びを教えてください
放課後等児童デイサービス
ＪＯＹ(ジョイ)

22

般若寺コスモス美咲会 19

子
ど
も

小･中学生向けの
日本語･中国語学習支援ボランティア募集

ルーツを中国に持つ子と親の会
小草(シャオツァオ)

20

子供たちと一緒にあそぼう！ すこやかhomeにっこり 20

子育てスポットの親子を支援するボランティア募集
子育てサークルの親子を支援するボランティア募集

18

陶磁器食器のリユース・リサイクル
特定非営利活動法人
関西ワンディッシュエイド協会 奈良市支部

18

秋篠川源流域の清掃ボランティア等募集 秋篠川源流を愛し育てる会 19

15

地球温暖化を止めるため、一緒に活動しませんか
特定非営利活動法人
奈良ストップ温暖化の会(ＮＡＳＯ)

16

環
境
保
全

学校･園への環境出前講座の
お手伝いをしてくれる方を募集しています！！

奈良市地球温暖化対策地域協議会
(ならエコ・エコの和、ＮＥＷ）

17

柳生街道・滝坂の道の美しい自然環境保全活動 柳生街道・滝坂の道を守る会

14

病
院

院内療育ボランティア募集
独立行政法人国立病院機構
奈良医療センター　療育指導室

14

病院ボランティア募集
地方独立行政法人 奈良県立病院機構
奈良県総合医療センター

15

院内ボランティアを募集しています 市立奈良病院

ボランティア募集情報　　春･夏号　目次

障
が
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者

たんぽぽの家　ホビープログラム
ボランティア募集

たんぽぽの家
社会福祉法人わたぼうしの会

13

昼食作りボランティア
特定非営利活動法人
ふぁーちぇ ぽらりす

13

子どもと一緒に遊んでくださる方募集
～いっしょに創りませんか～

宝山寺福祉事業団　児童発達支援いっぽ



【 活 動 日 時 】 月～土曜日 【 募 集 期 間 】 随時

14時～15時の間で40～60分程度 【 活 動 場 所 】 下記6施設の各施設内

【 活 動 内 容 】 デイサービスに通ってこられる高齢者や 【 応 募 方 法 】 電話・FAX

入居者向けに、午後のレクリエーション 【受入側負担】 保険：ボランティア活動保険以外の保険

として習字や俳句、歌を教えて下さる方、 交通費：(個人)市内1000円　市外2000円

ゲームや踊り・音楽・芝居など一緒に 交通費：(団体)市内2000円　市外3000円

【備　　   考】 高校生･不可

■団体名 社会福祉法人　楽慈会　　らくじ苑

■事業の目的

■事業の内容 デイサービス　／　高齢者入居施設

■ＵＲＬ http://www.5-rakuji.com
■e-mail soudan@rakuji.com

■総合窓口 吉本   　(連絡先電話：0742-25-3550)

■活動施設名 特別養護老人ホームらくじ苑 ■活動施設名 白寿苑(有料老人ホーム)

■利用者数 90床　・　　デイサービス20名 ■利用者数 65床

■所在地 奈良市八条町5丁目437-11 ■所在地 奈良市法蓮佐保山1丁目8-30

■アクセス 近鉄奈良駅よりバスにて｢柏木町南｣バス ■アクセス JR奈良駅 または近鉄奈良駅よりバスにて

停下車徒歩10分 ｢市営球場前｣下車、徒歩1分

■連絡先電話 0742-30-1800 ■連絡先電話 0742-24-4165

■連絡先FAX 0742-30-1818 ■連絡先FAX 0742-24-4168

■担当者 森 ■担当者 本村

■活動施設名 ケアハウスらくじ苑 ■活動施設名 シニア青春倶楽部(デイサービス)

ディサービスセンターらくじ苑 グループホームらくじの杜

■利用者数        32床       /        50名 ■利用者数     30名          /       18床

■所在地 奈良市京終町13-4 ■所在地 奈良市南京終町19-1

■アクセス JR京終駅から徒歩3分 ■アクセス JR京終駅から徒歩2分

■連絡先電話 0742-25-3550 ■連絡先電話 0742-23-4160

■連絡先FAX 0742-25-3553 ■連絡先FAX 0742-23-4175

■担当者 浦崎 ■担当者 向井

■活動施設名 大和西大寺らくじ苑(有料老人ホーム) ■活動施設名 デイサービスセンターらくじ苑学園前

■利用者数 90床 ■利用者数 15名

■所在地 奈良市西大寺南町6-11 ■所在地 奈良市学園北1-3-2

■アクセス 近鉄大和西大寺南口より徒歩3分 ■アクセス 近鉄学園前より徒歩5分

■連絡先電話 0742-49-4165 ■連絡先電話 0742-40-4165

■連絡先FAX 0742-49-4167 ■連絡先FAX 0742-40-4168

■担当者 伊波 ■担当者 山田

●高齢者とともに
　　　　　　楽しい時間を過ごしませんか

できることや発表して下さる方を探して

います。

ご利用者様の自立心保持・向上に努め、ご利用者様からの視点で支援を行うことを目的とする。

高齢者
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http://illpop.com/img_illust/school/japanese_m17.pn


【 活 動 日 時 】 月～土曜日

10時～13時　14時～17時

デイサービスでの入浴後髪をドライヤー
で乾かしていただく等の整髪、トイレまで

の誘導、食事の配膳や下膳、お話相手、

将棋・囲碁の相手、マージャン・トランプ

のメンバー等々、高齢者の方々とコミュ

ニケーションを図っていただける方を

募集しています。

【 募 集 期 間 】 随時

【 活 動 場 所 】 下記4施設の各施設内

【 応 募 方 法 】 電話

【 受 入 側 負 担 】 保険：ボランティア活動保険以外の保険

交通費：無

【備　　 　考】 高校生･可

■団体名 ライフアートコミュニティ　佐保の里　

■事業の目的

■事業の内容

■ＵＲＬ

■e-mail sahonosato@lifecomyunity.com

■活動施設名 デイサービスセンター　佐保の里 ■活動施設名 青山デイサービスセンター

■利用者数 50名 ■利用者数 22名

■所在地 〒630-8105 ■所在地 〒630-8101

奈良市佐保台二丁目902番241 奈良市青山四丁目3番地

■アクセス 近鉄奈良駅、高の原駅よりバスにて ■アクセス 近鉄奈良駅よりバスにて

｢佐保台二丁目｣バス停下車、徒歩1分 ｢青山四丁目｣バス停下車、徒歩1分

JR平城山駅より徒歩15分

■連絡先電話 0742-70-5020　　 ■連絡先電話 0742-23-1020

■連絡先FAX 0742ｰ70-5022 ■連絡先FAX 0742-23-3022

■担当者 山口涼子・上東(うえひがし)剛士 ■担当者 谷本俊宏・布施田明美

■活動施設名 新大宮デイサービスセンター ■活動施設名 菅原デイサービスセンター

■利用者数 20名 ■利用者数 30名

■所在地 〒630-8115 ■所在地 〒631-0842

奈良市大宮町三丁目4ｰ18 奈良市菅原町298-1

■アクセス 近鉄新大宮駅から徒歩3分 ■アクセス 近鉄大和西大寺駅から徒歩15分

｢大宮五丁目｣バス停下車、徒歩1分

■連絡先電話 0742-30-3560 ■連絡先電話 0742-53-2020

■連絡先FAX 0742-30-3570 ■連絡先FAX 0742-53-2022

■担当者 森井美喜・宮本友善 ■担当者 酒井賢一･稲見晃子

●高齢者の方々とのふれあい
　　　　　　　　　　　介護業務の補助ボランティア

地域社会に密着し、介護を必要とされる方々に信頼と安心されるサービスの提供を目的にしています。

介護サービスの提供（食事・入浴・リハビリテーション・レクリエーション等)

http://ｗｗｗ.lifeartcommunity.com
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http://free-clipart.biz/sozai/07cate/l_06.gi


【 活 動日 時】 火・金を除く、月～日曜日の14時～15時で、

ボランティアさんの都合のよい曜日。

回数も自由。

【 活 動内 容】 当施設に入居されている利用者様とレクリエー

ションを行っていただける方、ぜひお待ちして

おります！お元気な方～介護が必要な方まで

様々な方がおられますが、音楽、特に歌が好き

な方が多いです。

また参加される利用者様は10名前後の少人数

ですので、大人数でのレクが苦手、レクは未経

験という方でも大歓迎です。

レクは出来なくても利用者様のお話し相手に ■団体名 医療法人宝山会住宅型有料老人ホーム

なっていただける方もお待ちしております。 なら八条1番館

【 募 集期 間】 随時 ■事業の目的 地域に根差した医療チームの一員として

【 活 動場 所】 施設内フロア 質のいい看護、介護サービスの提供を

【 ア ク セ ス 】 ■バスの場合（奈良交通バス） 目指して日々活動しています。

近鉄奈良駅よりバスにて「柏木町南」バス停 ■事業の内容 介護スタッフが24時間常駐し、健康管理

下車徒歩7分。 や必要に応じて介護支援を行っています。

■お車の場合（駐車場有） ■利用者数等 総入居者44名

国道24号線柏木町南交差点の高架下を南下 ■所在地 〒630-8145

してすぐ。 奈良市八条五丁目437-10

【 応 募方 法】 電話・ＦＡＸ ■連絡先電話 0742-36-7770

【受入側負担】 保険：無　　　交通費：実費支給 ■連絡先FAX 0742-32-3338

【 備　 　　考 】 高校生・可 ■担当者 江原

【 活 動日 時】 毎週金曜日　16時～20時

【 活 動内 容】 福祉施設や会社帰りに気軽に立ち寄り仲間と

ゆっくり過ごす喫茶店をボランティア、利用者さん、

みんなで作っています。

ケーキ作り、また、ホームコンサートを月に１回

行っています。

利用者さんのお話相手や、喫茶の運営のお手伝 ■団体名 喫茶　シャローム

いをお願いします。 ■事業の目的 障害のある方などが、仕事帰りに立ち寄れ

【 募 集期 間】 随時 る場所を作る。

【 活 動場 所】 奈良市総合福祉センター　調理室　音楽室 ■事業の内容 ケーキ作り、コーヒーなど飲み物を作り提供

【 ア ク セ ス 】 近鉄高の原駅より「左京循環」バス(約40分)にて する。

｢総合福祉センター」前下車 ■利用者数 10～30名

【 応 募方 法】 電話・ＦＡＸ・メール ■所在地 〒631-8101　奈良市左京5ｰ3-1　

【受入側負担】 保険：有　　  奈良市総合福祉センター

交通費：有 ■連絡先電話 0742-26-2270　(奈良市ボランティアセンター)

【 備 考 】 大学生/高校生・可　　 ■連絡先FAX 0742-26-2003  (奈良市ボランティアセンター)

■e-mail naravc@citrus.ocn.ne.jp (奈良市ボランティアセンター)

■担当者 高田雅文

●レクリエーション、ふれあい
　　　　　　　　　　ボランティアさん募集

●金曜日は笑顔がステキな個性的な仲間たちと
　 シャロームで会いましょう。
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【活動日時】 都合の良い日時で相談させていただきます。

【活動内容】 あなたの趣味や特技を活かしたり、のんびり寄り添ったり、

穏やかで愉しいひとときを共に過ごしてくださる方。

(特に将棋のお相手になってくださる方を募集しています)

※やくしの里の行事、お花見の会(4月)、夏祭り(8月)

   での付き添いボランティア。

【募集期間】 随時

【活動場所】 介護老人保健施設やくしの里内

(奈良市高畑町210番地）

【 ア ク セ ス 】 奈良交通　バス停 ■団体名 医療法人岡谷会　

「高畑町奈良教育大前から徒歩15分」 介護老人保健施設やくしの里

若しくは「高畑住宅から徒歩約10分」 ■事業の目的 要介護高齢者が在宅生活をめざしリハビリ

【応募方法】 電話・ＦＡＸ・メール や介護を受けていただきます。

【受入側負担】 保険：ボランティア活動保険以外の保険 ■事業の内容 食事・排泄・入浴・着脱などの生活上の

交通費：実費全額支給　 支援。身体機能の維持、向上をめざして

　　　　　車の場合ガソリン代相当額 リハビリテーション療法。様々なレクリエ

食事：有（時間によって） ーションを企画

【備　　  　考】 高校生・可 ■ＵＲＬ http://www.okatani.or.jp/yakushi/

■利用者数等 入所90床　デイケア平均30名

■所在地 〒630-8301 奈良市高畑町210番地

■連絡先電話 0742-24-1313

■連絡先FAX 0742-27-8003

■e-mail yakushinosato@okatanikai.jp

■担当者 磯崎哲也・坂下ひろ子

●レクリエーションボランティア

【活動日時】 月～土曜日　

13時30分～15時
【活動内容】 ・デイサービスでのレクリエーションを行って

　くださる団体

・手品や楽器演奏をしてくださる方

【募集期間】 随時

【活動場所】 施設内

【 ア ク セ ス 】 JR奈良駅より徒歩5分

【応募方法】 電話

【受入側負担】 保険：ボランティア活動保険以外の保険 ■団体名 ヒューマンライフケア

交通費：1人1日500円を上限とした実費 奈良デイサービスセンター

【備　　　　考】 高校生・可　　　 ■事業の目的 高齢者の方に楽しんでいただく

ピアノ・無 ■事業の内容 通所介護

■利用者数等 約20～25名

■所在地 〒630-8244　

奈良市三条町321-3

■連絡先電話 0742-85-1611

■連絡先FAX 0742-85-1635

■担当者 井上・本迫

●入所中の要介護高齢者のレクリエーション、
 　コミニュケーションボランティア
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●ミニコンサートや出し物のボランティア

【活動日時】 月～金曜日

13時30分～15時30分（30～60分間）

【活動内容】 入苑者と一緒に楽しめる内容で、お願い

します。（ミニコンサート・カラオケ・手芸等）

【募集期間】 随時

【活動場所】 施設内

【 ア ク セ ス 】 JR奈良駅または近鉄奈良駅より「広岡・

下狭川」「石打・邑地中村」「柳生・緑ヶ丘

浄水場行」バスで「川上町東」バス停下車 ■団体名 特別養護老人ホーム　万葉苑

徒歩2～3分 ■事業の目的 利用者・家族等から喜ばれる良い処遇・

【応募方法】 電話 良い介護・看護サービスを提供し、地域

【受入側負担】 保険：ボランティア活動保険　　交通費：無　　 福祉の向上に努める。

【備　 　　考】 高校生・可　ピアノ・有 ■事業の内容 特別養護老人ホーム、

ショートステイサービス

■ＵＲＬ http//www.manyoen.jp/

●清掃ボランティア ■利用者数等 50名

■所在地 〒630-8202

【活動日時】 月～金曜日10時～16時 奈良市川上町875-1

【活動内容】 居室・車椅子の清掃 ■連絡先電話 0742-27-1887

【募集期間】【活動場所】【アクセス】【応募方法】 ■連絡先FAX 0742-27-1354

【受入側負担】【備　　　考】 同上 ■担当者 岡田朋子

●心に花を咲かせよう

【活動日時】 第2、第4木曜日の9時30分～11時

【活動内容】 ・環境省主催の企画コンテストに応募して

　受賞した庭の管理、福祉ガーデン作り、

　果樹園等の整備、野菜の植付けなどを

　一緒にしていただける方

・庭で咲いた花を使用し、デイサービスの

　利用者とアクティビティー活動、地域の

　方々には、庭を使用し、イベントを開催

　したいと思いますので、一緒に活動して ■団体名 モミの木デイサービスセンター

　いただける方 ■所在地 〒630-8113　

【募集期間】 随時 奈良市法蓮町1185番地

【活動場所】 施設内 ■ＵＲＬ http://mominokidss.blog62.fc2.com/

【 ア ク セ ス 】 近鉄奈良駅より北へ徒歩12分 ■連絡先電話 0742-26-6056

(奈良女子大の北側） ■e-mail horenida1185@indigo.plala.or.jp

【応募方法】 電話 ■担当者 井田眞弓

【受入側負担】 保険：無　　　　交通費：無　

【備　　　　考】 高校生・可

●健康麻雀に参加いただけませんか？
【活動日時】 毎週水曜日、土曜日の13時30分～15時

【活動内容】 麻雀

【受入側負担】 食事：昼食付き(12時)　 保険：無 　交通費：無

【備　　　　考】 60歳～団塊の世代の方を希望

【募集期間】【活動場所】【アクセス】【応募方法】　　同上

　　福祉ガーデナーボランティア募集

じゃがいもの植付け 日日草の植栽
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【活動日時】 曜日変動（14時～15時）

【活動内容】 高齢者の方に楽しんでいただけるレク ■団体名 有限会社春風

リエーションをお願いします。 春デイサービス

利用者様はみなさん明るくにぎやかな事 ■事業の目的 お一人お一人の心を大切に少しでも個々

が大好きで元気いっぱいです。 のニーズに近づけるように出来る事をし

歌では利用者様も一緒に参加型のもの て頂きながら笑顔の増えるお手伝いを

が喜ばれます。 目的としております。

【募集期間】 随時 ■事業の内容 入浴、食事の提供、ショートステイ、レク

【活動場所】 施設内 リエーション等のサービスを行い、その

【アクセ ス】 近鉄奈良駅より徒歩10分 場を生きる者同士一緒に楽しみ、笑い

駐車場有り 励ましあいを大切に過ごす。

【応募方法】 電話・FAX ■利用者数等 25名

【受入側負担】 保険：無　　　交通費：無　 ■所在地 〒630-8261

【備 考】 高校生可 奈良市北市町89-2

■連絡先電話 0742-20-6680

■連絡先FAX 0742-20-6670

■担当者 木村

【活動日時】 毎週火曜日 11時～15時

【活動内容】 認知症の人達、家族、地域の人達、専門職

の人達が集い、それぞれの立場から情報発 ■団体名 （株）ひまわりの会

信をしたり、相談できる場を作る。 ■事業の目的 認知症の人、家族、地域の人達がお互

内容：昼食を共にし、お茶を飲みながら いに支えあえる関係を作っていくこと

楽しい時間を共有する。相談を受ける、趣味 ■事業の内容 ゆっくり楽しく、ご一緒に！みんながほっ

をする、囲碁、将棋等ゆっくりとした時間が こり集える場の運営

流れる場。一緒に寄り添ってくれる人を！ ■URL http://www.porepore.co.jp
【募集期間】 随時 ■所在地 〒631-0021

【活動場所】 「ぽれぽれ奈良公園」奈良市西笹鉾町40 奈良市鶴舞東町2-26

【アクセ ス】 近鉄奈良駅より徒歩10分 ■連絡先電話 0742-30-5102

※駐車場が2台分しかないので、公共の ■連絡先FAX 0742-43-3343

交通機関をご利用ください。 ■e-mail info@porepore.co.jp   もしくは

【応募方法】 電話・FAX・メール fujiwara-kazue@porepore.co.jp

【受入側負担】 保険：無　　　　交通費：無 ■担当者 藤原一恵

食事：有（昼食時間を挟んでくださる方）

【備 考】 高校生・可　　　ピアノ・無（キーボードのみ有）

●高齢者の方との
ふれあいレクリエーションボランティア募集

●ぽれぽれ茶屋　（認知症カフェ）

　   　  ～ゆっくり楽しくごいっしょに～
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【活動日時】 10時～17時（何曜日でも、一部の時間でも可能）

【活動内容】 当ホームは、認知症高齢者の方（最大6名様）

が生活する小規模で家庭的なグループホーム

です。ボランティアの内容としては、利用者様の

お話し相手になっていただいたり、何らかのレク

リエーションをお手伝いいただける方を募集して

います。

ボランティアご希望者様のお話を伺い、ご希望に

柔軟に応じる形で対応させていただいておりま

す。

現在来てくださっているボランティアさん達には、 ■団体名 グループホームまごころ

ハーモニカやギターの演奏会、ドッグセラピー、 ■事業の目的 介護が必要な認知症高齢者の方に生活の

散歩、絵画、工作、話し相手になる等の活動を 場を提供し、心身共に安心したその人らし

お願いしております。 い生活を送っていただく。

ぜひお気軽にご連絡下さい。 ■事業の内容 介護サービスの提供

【募集期間】 随時 ■ＵＲＬ http://www.magokoro.co.jp/grouphome/

【活動場所】 施設内及び近所の公園、スーパーなど index.htm

【 ア クセ ス 】 近鉄高の原駅よりバスにて「朱雀保育園」 ■利用者数 利用者：最大6名/参加者：１名～5名程度

バス停下車、徒歩1分 ■所在地 〒631-0806

【応募方法】 電話・FAX・メール 奈良市朱雀6-6-8

【受入側負担】 保険：ボランティア活動保険　　交通費：無 ■連絡先電話 0742-71-2939

【備　　　考】 高校生・可　 ■連絡先FAX 0742-71-2939

■e-mail grouphome@magokoro.co.jp

■担当者 吉岡裕一郎

●レクリエーション・グループワークの支援。
　 発表の場としてもご活用ください。

【活動日時】 月～土曜日

9時～12時　14時～16時

【活動内容】 ①利用者様を楽しませていただける様な催し

・コーラス、劇、マジック、舞踊、ダンス、

  囲碁、将棋のお相手等

②教室の開催

・パソコン、フラワーアレンジメント等

③利用者様に寄り添うボランティア

・園芸活動のお手伝い、入浴後の整髪

　介助、喫茶コーナー担当等

※サークル活動の発表の場としてもご活用 ■団体名 介護老人保健施設　ロイヤルフェニックス

ください。少人数であれば、ご家族ご友人 ■事業の目的 施設療養及び、在宅生活されている方の、

の見学も可能です。 心身機能の維持と回復。日常生活の自立

【募集期間】 随時 支援。

【活動場所】 施設内（ご希望により、介護付き有料老人 ■事業の内容 リハビリテーション・食事・入浴・レクリエー

ホームへのご紹介もできます） ション等

【 ア クセ ス 】 近鉄西ノ京駅より徒歩10分。近鉄大和西 ■ＵＲＬ http://www.nishinokyo.or.jp

大寺駅、西ノ京駅、近鉄郡山駅、JR郡山駅より ■利用者数 入所150名／通所80名

シャトルバス運行 ■所在地 〒630-8041

【応募方法】 電話・FAX・メール 奈良市六条町99-2

【受入側負担】 保険：ボランティア活動保険以外の保険 ■連絡先電話 0742-35-1313

交通費：無 ■連絡先FAX 0742-35-1311

【備　　　考】 高校生・不可  ■e-mail g_royal@nishinokyo.or.jp

■担当者 事務長　古川貴則

●認知症高齢者と触れ合うボランティア
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●ミニコンサートや出し物のボランティア募集

【活動日時】 なるべく日にちは合わせます。

【活動内容】 ご利用者様が゛一緒に楽しむ゛という明るい施設

です。

特技の披露、趣味活動、歌など一緒に共有して

楽しい時間を過ごしましょう。

まずはご相談ください。

【募集期間】 随時

【活動場所】 施設内

【 ア ク セ ス 】 奈良ファミリー（近鉄百貨店）から車で10分 ■団体名 介護老人保健施設　秋篠

くらい。 ■事業の目的 在宅生活を目指しリハビリや介護を提供

【応募方法】 電話・FAX ■事業の内容 日常生活の自立支援、QOL（生活の質）

【受入側負担】 保険：無 の向上を目指しています。

交通費：原則として車1台につき1,000円 ■URL http://taizankai.org/akishino/

【 備 考】 高校生・可　　 ピアノ、キーボード・有 ■利用者数 入居/150床　デイ/約30名

■所在地 〒631-0811

奈良市秋篠町1432-1

■連絡先電話 0742-53-3001

■連絡先FAX 0742-53-3002

■担当者 内池

●高齢者の方々とふれあいボランティア

【活動日時】 10時～17時（曜日指定なし。2～3時間でも可）

【活動内容】 ご入居者様とゆっくりお話しをしていただいたり、 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　施設外観

洗濯ものや食器の片付けのお手伝い等を

一緒にしていただきたいと思います。

また、楽器の演奏や唱歌等をご入居者様に ■団体名 （株）チャーム・ケア・コーポレーション

披露して下さるボランティアさんも随時募集 チャーム奈良公園

しております。まずはお気軽にお電話を下さい。 ■事業の目的 高齢者生活サービスを中核として、お客様お

【募集期間】 随時 一人おひとりの価値観を大切にし、お客様に

【活動場所】 ホーム内 あった魅力的なライフスタイルを提案します。

【 ア ク セ ス 】 ＪＲ・近鉄奈良駅より天理行きのバスにて ■事業の内容 ご入居者様の日常生活の補助・援助

「紀寺住宅」バス停下車徒歩3分 ■ＵＲＬ http://www.charmcc.jp

【応募方法】 電話・ＦＡＸ・メール ■利用者数 60名

【受入側負担】 保険：無　　　交通費：無 ■所在地 〒630-8305

【 備 考】 高校生・可 奈良市東紀寺町一丁目11-5

■連絡先電話 0742-20-0360

■連絡先FAX 0742-20-0361

■e-mail k.takeyama@charmcc.jp

■担当者 武山豪真
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【活動日時】 月～土曜日　14時～15時 ※13時半～15時でも可

【活動内容】 デイサービスでのレクリエーションを行って

頂ける方や団体。音楽演奏やゲーム、民謡

を歌ってご利用者様と楽しんで頂けるレクリ

エーションを行ってくださる方や団体。

【募集期間】 随時

【活動場所】 施設内 ■団体名 マイクロ株式会社

【 ア ク セ ス 】 近鉄菖蒲池駅より徒歩10分 デイサービスそれいゆ学園前

近鉄学園前駅より徒歩15分 ■事業の目的 介護を必要とされている方々に安心して楽しい

【応募方法】 電話・FAX 日々を送れるような支援を目的としています。

【受入側負担】 保険：無　　　　交通費：無 ■事業の内容 食事・入浴・リハビリテーション・レクリエーショ

【 備 考 】 高校生・可　　　ピアノ・有 ン等　介護サービスの提供

■URL http://www.micro1972.jp/info/c9.html

■利用者数 10～25名

■所在地 〒631-0016

奈良市学園朝日町７番9－1号

■連絡先電話 0742-41-6402

■連絡先FAX 0742-41-6459

■担当者 石田　暁子・坂本　達哉

【活動日時】 9時～16時の間のご都合のよい時間帯

月2回～4回程度

【活動内容】 ①高齢者の昼食づくり(原則普通食・10食程度)

②高齢者のお話し相手、外出時の付き添い

③高齢者のレクリエーション（ものづくり や

 ゲーム）のお手伝いなど。

家族として高齢者とコミュニケーションを図れる方 ■団体名 デイサービスこもれびの郷

募集中。 ■事業の目的 日帰りでの入浴、食事の提供、外出やレク

デイサービスこもれびの郷のモットーは、 リエーションを行い、高齢者の自立支援と

利用者さんの「生きがい」「笑顔」 「心の健康」 笑顔につながるサービスを行う。

あふれる場所です！ ■事業の内容 デイサービス（小規模の古民家を利用）

【募集期間】 随時 落ちついた故郷を思い出せるような家庭的

【活動場所】 施設内、その周辺 な雰囲気をもつ場を目指しています。

【 ア ク セ ス 】 近鉄学園前駅よりバスにて「朝日町1丁目」 ■利用者数 10名

下車2分。近鉄菖蒲池駅より車で3分。 ■所在地 〒631-0013

【応募方法】 電話 奈良市中山町西三丁目362-6

【受入側負担】 保険：無　　　　交通費：無 ■連絡先電話 0742-41-1414

食事：有（活動時間帯による） ■連絡先FAX 0742-81-8814

【 備 考 】 学生・不可　　  ピアノ・無 ■e-mail komorebi.2310@canvas.ocn.ne.jp

■担当者 石崎和枝

●レクリエーションボランティア募集

●高齢者の方々と過ごす「ふれあい」「支え」
　                                 ボランティア募集
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【活動日時】 月～土曜日　13時～15時の間で30分～60分

【活動内容】 歌や踊り、楽器演奏などご高齢の方が楽し

める趣味や特技をご披露ください。

【募集期間】 随時

【活動場所】 施設内

【 ア ク セ ス 】 JR奈良駅より西に徒歩10分

【応募方法】 電話

【受入側負担】 保険：無　　　　　交通費：無

【備 考】 ピアノ・無　高校生不可

■団体名 デイサービス・チルチル

■事業の目的 高齢者の支援

■事業の内容 通所介護事業

■利用者数 10名以下

■所在地 〒630-8115

奈良市大宮町二丁目3-4-103　

■連絡先電話 0742-35-7000

■連絡先FAX 0742-35-7000

■担当者 冨小路(とみのこうじ）

【活動日時】 毎週　月・水・金の10時～15時（半日でも可）

夏休み、冬休みあり

【活動内容】 ◆お客様の話をきかせて戴く （情報秘守）

◆おしゃべり、遊び、ゲーム等

◆簡単な昼食づくり

◆コーヒータイム（お茶タイム）実費必要

【募集期間】 随時

【活動場所】 当会の事務所（駐車場あり）

【 ア ク セ ス 】 近鉄奈良駅より徒歩15分

【応募方法】 電話・ＦＡＸ・メール

※事務所の窓口へ直接でも可（月・水・金のみ）

【受入側負担】 保険：ボランティア活動保険

交通費：会員は定額支給、一般の方は支給無し ■団体名 NPO法人　この指とまれ２１

【備　　　　考】 大学生・可 ■事業の目的 住み慣れたところで、安心して普通に暮ら

（※高齢者の方もご応募いただけます） したい。

■事業の内容 在宅福祉サービス / まちかどデイハウス

/ 介護ボランティア講座

■URL http://konoyubi21.sakura.ne.jp/

■利用者数 参加者は１日3～4人位

■所在地 〒630-8291

奈良市西笹鉾町16-10

■連絡先電話 0742-27-1866

■連絡先FAX 0742-27-1866

■担当者 堀鞠子

●デイサービスでのレクリエーションボランティア

●まちかどデイハウス（お年寄りのサロン）の
　　　　　　　　　　　　車の送迎、お話相手大募集！
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●高齢者の方々と一緒に楽しめる

【活動日時】 月～土曜日　14時～15時

【活動内容】 利用者様と一緒に楽しめる内容でお願いします。

【募集期間】 随時

【活動場所】 施設内

【 ア ク セ ス 】 近鉄菖蒲池駅より南へ徒歩3～5分

（いそかわスーパー横） ■団体名 ゆうゆうあやめ池デイサービス

【応募方法】 電話 ■事業の目的 介護施設

【受入側負担】 保険：ボランティア活動保険以外の保険 ■事業の内容 日帰りで入浴、食事の提供させて頂き、

交通費：電車、バス代は実費支給 １日色々なレクに取り組みご利用者様が

　　　　　自家用車の場合1台につき1000円支給 １日を楽しく過ごさせて頂けるよう明るい

【 備 考 】 高校生・可 　　　ピアノ・無 スタッフと共に取り組んでいます。

アットホームなデイです。

■利用者数 約20名

■所在地 〒631-0033

奈良市あやめ池南6-1-43

■連絡先電話 0742-52-1165

■連絡先FAX 0742-52-1168

■e-mail uu-ayameike@rondo.ocn.ne.jp

■担当者 坂本

【活動日時】 平日13時30分～15時30分ぐらいの間で

ご都合のよい時間

【活動内容】 民家を活用したデイサービスで、利用者様と会話

しながら、一緒に楽しい時間をお過ごしいただけま

せんか。明るいスタッフが楽しい雰囲気を盛り上げ

ます。ぜひ、遊びにいらしてください。

【募集期間】 上記以外でもボランティアさんのしてみたいことを

随時受付しておりますのでご一報ください。

【活動場所】 事務所（デイホームかなで六条）敷地内

【 ア ク セ ス 】 近鉄西ノ京駅より徒歩15分程度 ■団体名 有限会社　コミュニティサポートかなで

または、近鉄西ノ京駅より｢六条山行｣バスにて ■事業の目的 いつまでもその人らしく住み慣れた地域で

｢六条西町｣下車徒歩5分 の暮らしを支援します。

駐車場有 ■事業の内容 デイサービス・居宅介護支援

【応募方法】 電話 ■URL http://www.kanade-nara.jp/

【受入先負担】 保険：無 ■利用者数 デイホームかなで六条：10名

交通費：徒歩、自転車を除き、1回につき　 デイサービスかなで家：10名

　　　　　一律500円を支給 ■所在地 〒630-8044

※時間帯により軽食(オヤツ)の提供があります。 奈良市六条西三丁目14-4

【 備 考 】 高校生・可　　ピアノ・無 ■連絡先電話 0742-45-7150

■連絡先FAX 0742-81-7506

■担当者 桒野・奥田・加納

　　　　　　　　　　ボランティアさん大募集

（ミニコンサート・工作・手品・落語・レクリエーション一般）

●趣味や特技を活かして“もっと活き活き！”
　昔懐かしい民家でふれ合いボランティアさん募集
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　　　　　ボランティアさん募集

【活動日時】 月曜日～土曜日 14時～15時

※ご都合の良い日時を相談させていただきます

【活動内容】 手品、民謡、楽器演奏などを披露して下さい。

【募集期間】 随時

【活動場所】 施設内

【 ア ク セ ス 】 近鉄西ノ京駅より東へ徒歩5分。 ■団体名 （有）あんしん　

駐車場有。 デイサービス　みやび 

【応募方法】 電話・ＦＡＸ ■事業の目的 きめ細かいサービスの提供をさせていただき、

【受入側負担】 保険：無 1日があっという間に過ぎたと思っていただけ

交通費：1人1日1000円支給 るデイサービス。

　　　　　団体は1日3,000円を上限として支給 ■事業の内容 日帰りで入浴・食事の提供をさせていただ

【備　 　　考】 高校生・可　　キーボード・有 き、カルチャーの充実とリハビリ。

お泊りデイ提供。

■利用者数等 デイサービスみやび　30名

■所在地 〒630-8042

奈良市西ノ京町250-1

■連絡先電話 0742-35-2356

■連絡先FAX 0742-93-7088

■e-mail miyabi@anshingakuenmae.jp

■担当者 結城昌代

【活動日時】 10時～16時で可能な時間

【活動内容】 買い物や外出の付き添い、料理活動のお手伝い、

工作やぬり絵の準備・お手伝い

★高齢者介護の現場を知りたい介護職希望の方、

　 看護師、歯科衛生士、福祉系学生の方の参加

　 歓迎

【 活 動 例 】 （①時間 ②内容 ③活動を始めた理由）

（例１） ①1回のみ10～12時 ②散歩・外出の補助

③春休みにボランティアを経験してみたい。

（例２） ①1回のみ13時30分～16時 ②レクリエー ■団体名 グループホーム　どんぐり

ションの補助 ③育休後復職に向けて現場 ■事業の目的 サポートが必要なお年寄りに安心で楽しい

を思い出したい。 日常生活を送ってもらう。

（例３） ①毎月1回　約3時間 ②ハンドマッサージ ■事業の内容 介護サービスの提供

③地域で人の役に立つようなことをしたい ■ＵＲＬ http://donguri-home.com/

【募集期間】 随時 ■利用者数等 定員9名

【活動場所】 当事業所 ■所在地 〒631-0012　

【 ア ク セ ス 】 近鉄大和西大寺駅北口より「押熊行」バス 奈良市中山町1748－1

にて「平城中山」バス停下車徒歩10分 ■連絡先電話 0742-52-5881

【応募方法】 電話（10～16時の間にお願いします） ■連絡先FAX 0742-52-5882

【受入側負担】 保険：ボランティア活動保険以外の保険　　　 ■e-mail donguri@star.ocn.ne.jp

交通費：無　　　　　　食事：有 ■担当者 小澤

【備　　 　考】 高校生・可

雰囲気を知りたい方、ホームページをご覧ください！

●高齢者の方々と一緒に楽しめる　

●入居者の活動サポート・外出・
　　　           レクリエーションのお手伝い
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●たんぽぽの家　ホビープログラム

【活動日時】 毎土曜日10時30分～15時の中で要相談

【活動内容】 余暇活動を共に楽しんでくださる方。 ■団体名 たんぽぽの家

具体的にはパソコン操作の得意な方、音楽、 社会福祉法人わたぼうしの会

アイドルのスクラップ作り、お出かけ、料理の ■事業の目的 障害のある人、子どもや高齢者の人などが

お手伝いです。 安心して地域の中で生きていくことを支える

一人ひとりが自分の好きなことをゆったりと ため、アートケア・ライフの視点を柱にした

楽しんでいます。 社会福祉サービスを提供

【募集期間】 随時 ■事業の内容 日中活動、就労支援、相談支援、生活支援

【活動場所】 たんぽぽの家アートセンターHＡＮＡ 配食サービス等を運営

【 ア ク セ ス 】 近鉄「学園前」駅南口よりバスにて ■ＵＲＬ http://tanpoponoye.org/wataboshi/

「西の京高校」バス停下車徒歩3分 ■利用者数 50名

近鉄「西ノ京」駅よりバスにて「六条西町」 ■所在地 〒630-8044

バス停下車徒歩10分 奈良市六条西3-25-4

【応募方法】 電話・FAX・メール ■連絡先電話 0742-43-7055

【受入側負担】 保険：ボランティア活動保険　　交通費：無　 ■連絡先FAX 0742-49-5501

【備　 　  　考】 大学生・可 ■e-mail sato@popo.or.jp

■担当者 古舘（こやがた）

【活動日時】 月・火・金・土曜日　10時～14時

(曜日、時間は応相談)

【活動内容】 利用している当事者と一緒に昼食作りを行い、 ■団体名 特定非営利活動法人　ふぁーちぇ ぽらりす

楽しく食事をしてもらうボランティアです。 ■事業の目的 就労継続支援事業Ｂ型の施設で、精神障が

特別な資格は必要ありません。 いをお持ちの方々への生活支援及び就労支

また、食事介助の必要もありません。 援を行っている

【募集期間】 随時 ■事業の内容 就労継続支援事業Ｂ型

【活動場所】 施設内 ■ＵＲＬ http://www3.kcn.ne.jp/~face/

【 ア ク セ ス 】 近鉄学園前駅南口より「学園大和町五丁 ■利用者数 10名程度

目行」「西千代ヶ丘二丁目行」バス(約5分) ■所在地 〒630-0041

にて「学園大和町」バス停下車すぐ 奈良市学園大和町二丁目25-302

【応募方法】 電話・メール ■連絡先電話 0742-55-7567

【受入側負担】 保険：無　　　交通費：無 ■連絡先FAX 0742-55-7567

食事：300円で提供 ■e-mail polaris＠kcn.jp

【備　　　 考】 大学生・可 ■担当者 直木

※定休日：木・日・祝日・年末年始等

　　　　　　　　　　　　　ボランティア募集

●昼食作りボランティア

障がい者
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【活動日時】 月～水、金～土　　　　10:00～14:00

木曜　　　　　　　　　　　14:30～17:30

【活動内容】 2～6歳の発達に遅れのあるお子さんが、

日替わりで通ってきています。外へ遊びに

行く時は特に人手不足です。付き添ったり、

遊んでくださると助かります。 ■団体名 宝山寺福祉事業団　児童発達支援 いっぽ

【募集期間】 随時 ■事業の目的 障害児の発達支援、及び、保護者支援、

【活動場所】 いっぽの施設内、または公園(近隣) 地域支援

公共交通機関を使ってお出かけ ■事業の内容 障害児の発達を促す活動プログラムを行っ

【アクセス】 市内循環バス 田中町バス停より徒歩3分 ています。

【応募方法】 電話・メール・ＦＡＸ 運動、造形、音楽、ルール遊びなど、色々な

【受入側負担】 保険：施設でボランティア保険に加入 分野からアプローチしています。

交通費：有　　　　食事：有 ■利用者等 42名(1日あたり10人前後)

【備　　　　考】 高校生・可　 ■所在地 〒630-8306

奈良市紀寺町580-2

■連絡先電話 0742-27-5501

■連絡先FAX 0742-27-5502

■e-mail kodomo-ippo@sound.ocn.ne.jp

■担当者 長野智子

●院内療育ボランティア募集

【活動日時】 月～金曜日9時～17時の間で応相談

【活動内容】 対象者：重症心身障害または、神経・筋難病

患者様（療養介護事業利用者様）に対する支援

◆日常生活の手助け

　（新聞や雑誌を読む・談話等）

◆レクリエーションの手助けや出演

　（行事・音楽演奏・ゲームの相手等）

◆車椅子の整備　等 ■団体名 独立行政法人国立病院機構

【募集期間】 随時 奈良医療センター　療育指導室

【活動場所】 奈良医療センター　さくら病棟 ■ＵＲＬ http://www.nho-nara.jp/

【アクセス 】 近鉄西ノ京駅より徒歩約15分または、 ■利用者数  2B病棟25名　1A１B病棟100名

「六条山行」バスにて「奈良医療センター」 ■所在地 〒630-8053

バス停下車すぐ 奈良市七条二丁目789

【応募方法】 電話またはメール連絡でご相談下さい ■連絡先電話 0742-45-4591（代）

【受入側負担】 保険：無　　　　交通費：無　 ■連絡先FAX 0742-48-3512

【備 考】 18歳以下不可 ■e-mail pandasa4@atlas.plala.or.jp

■担当者 療育指導室　　岩田 沙織里

●こどもと一緒に遊んでくださる方募集
　　　　　　 ～いっしょに創りませんか～

病 院
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●病院ボランティア募集

【活動日時】 月～金曜日8時30分～17時15分の間で応相談

【活動内容】 ・入院時の病棟への案内　　・書類のセット化

・病院内の案内

・クリスマスツリー、七夕の飾りつけ

・絵本の読み聞かせ　　　　　・通訳　

・車椅子の搬送、介助、整備　 　

・花壇の手入れ　　　　　　　　　

・診療申し込み時の手伝い　

【募集期間】 随時 ■団体名 地方独立行政法人奈良県立病院機構

【活動場所】 センター敷地内 奈良県総合医療センター

【 ア ク セ ス 】 近鉄尼ヶ辻駅より徒歩10分  ■事業の目的 医療の提供

または、近鉄尼ヶ辻駅前バス停から｢県総合 ■事業の内容 病院

医療センター行｣バス(5～10分)にて「県総合 ■ＵＲＬ http://www.nara-hp.jp/

医療センター｣バス停下車すぐ ■所在地 〒631-0846

【応募方法】 電話･FAX 奈良市平松一丁目30-1

【受入側負担】 保険：ボランティア活動保険　　交通費：無 ■連絡先電話 0742-46-6001(代表)

【備　  　考】 大学生(要相談)　　高校生・不可 ■連絡先FAX 0742-46-7666

■担当者 患者支援センター

患者相談担当　　中島寿子

●院内ボランティアを募集しています

【活動日時】 月～金曜日

9時～11時30分（週1～2回）

【活動内容】 院内案内、受診手続き案内、

再来受付機の補助、車いす搬送介助等

【募集期間】 随時

【活動場所】 院内

【 ア ク セ ス 】 市内循環バス（内回り）｢紀寺町｣バス停から南へ

徒歩1分

市内循環バス（外回り）｢幸町｣バス停から西へ

徒歩5分。

【応募方法】 電話・FAX

【受入側負担】 保険：ボランティア活動保険　　交通費：無 ■団体名 市立奈良病院

【備　　　考】 大学生・不可　　高校生・不可 ■事業の目的 医療の提供

■事業の内容 病院

■ＵＲＬ http://www.nara-jadecom.jp

■所在地 〒630-8305

奈良市東紀寺町1-50-1

■連絡先電話 0742-24-1252

■連絡先FAX 0742-22-2478

■担当者 総務課　冬野

【ボランティアの声】
活動を始めること
で、生活に彩りが
出て、リズムも整
いました。健康維
持にも役立ってい
るようです。
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【活動日時】 通年　月～金曜日 10時～17時　

イベント出展は土日

【活動内容】 環境イベントや出前講座等の企画・準備、

当日の実施運営スタッフ、最後の総括まで

関わって、ともにストップ温暖化の環を広め

てください。

・「布ぞうり教室」(東北支援金に充てます）

　　毎月第2水曜日

・土日イベントスタッフ募集

【募集期間】 随時

【活動場所】 NASO事務所内及びイベント会場

【ア クセス】 近鉄菖蒲池駅北改札口より徒歩７分

(NASO事務所） ■団体名 特定非営利活動法人　

【応募方法】 電話・ＦＡＸ・メール 奈良ストップ温暖化の会(NASO)

【受入側負担】 保険：ボランティア活動保険 ■事業の目的 地球温暖化問題と対策に関する知識の普及

交通費：実費支給　 と対策の推進を行い、地球環境保全に寄与

【備 考】 高校生・可 することを目的としています。

■事業の内容 学校や公民館講座など環境出前講座の開催

（年間40回以上）や環境啓発イベントの主催・

協力、WEB環境家計簿の運営、うちエコ診断

の実施、自然エネルギーの利用促進事業、

マイカー抑制とエコドライブ推進、自転車利用

の促進など、市民が実践できる取り組みのた

めの助言や情報提供、行政機関や関連団体

などとの協働事業の実施、そして政策提言な

ども行っています。

■ＵＲＬ http://naso.jp/

■利用者等 会員160名　

■所在地 〒631-0032 奈良市あやめ池北3丁目12-27

■連絡先 電話 0742-49-6730 / FAX 0742-49-6730

■e-mail otoiawase@naso.jp 

■担当者 北浦由香

●地球温暖化を止めるため、
　　　　　　　　一緒に活動しませんか

環境出前講座

「匠の環」交流会

ライトダウンイベント

環境保全
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してくれる方を募集しています！！

【活動日時】 主に平日（学校園からの出前講座実施希望日）

【活動内容】 ・奈良市内の幼稚園、保育園、小学校等で実

施している環境出前講座の講師補助、子ども

達の誘導などの簡単な補助を行っていただき

ます。

・経験を積んでいただければ、講師としても

活躍していただけます。

・講座時間は1～2時間程度です。

・経験のない方でも活動していただけます。

・子ども達とふれあい、共に学びたい方に

おすすめです。

・活動条件として、当協議会の会員になって

いただく必要があります。

【募集期間】 随時

【活動場所】 幼稚園、保育園、小学校、バンビーホーム等

【 ア ク セ ス 】 奈良市内の上記各施設

【応募方法】 電話・FAX・メール・奈良市役所環境政策課窓口

【受入側負担】 保険：ボランティア活動保険以外の保険

 交通費：1講座につき1人1000円支給

【 備 考 】  高校生・可

■団体名 奈良市地球温暖化対策地域協議会

（ならエコ・エコの和、NEW）

■事業の目的 地域住民・団体、NPO、事業者、行政等の幅

広い連携・協働の場を作り、協議し、計画・実

施することにより、地球温暖化対策等の活動

を推進し、持続可能な社会をめざす。

■事業の内容 地球温暖化対策等の活動を推進するために

「省エネ・創エネ」「交通」「3R推進」「環境教育」

の4つのプロジェクトにおいて活動を行ってい

ます。

主な活動内容は、市民の省エネ活動の推進、

省エネ・創エネにつながる情報提供、マイカー

通勤抑制の啓発、レジ袋有料化に向けた取

組、環境出前講座や環境イベントの実施等。

■ＵＲＬ http://www.city.nara.lg.jp/www/genre/0000

000000000/1219814108577/index.html

■利用者等 個人会員：36名、団体会員：18団体

■所在地 〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1-1

奈良市環境政策課

■連絡先 電話 0742-34-4591 / FAX 0742-36-5466

■e-mail new-nara@city.nara.lg.jp

■担当者 中井卓也

●学校・園への環境出前講座のお手伝いを
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●柳生街道・滝坂の道の

　　　　　　　　美しい自然環境保全活動

【活動日時】 原則毎月第3日曜日10時～13時頃

【活動内容】 奈良を訪れる多くの観光客に快適な環境で

歴史の道を散策いただけるように、以下の

軽作業を行っています。

1.滝坂の道の安全と快適性が整備されるよう

　定期的な清掃活動や自然環境保全の為の

　行政への提言と支援活動を行う。　

2.石畳の修復や川の流水を妨げている、倒木

　処理等の保全活動 ■団体名 柳生街道・滝坂の道を守る会

【募集期間】 随時 ■事業の目的 滝坂道の自然環境保全活動

【活動場所】 主に滝坂の道 ■事業の内容 滝坂道の安全と快適性の為の整備と行政

【 ア ク セ ス 】 JR奈良駅または近鉄奈良駅より市内循環 への提言

バスにて｢破石｣バス停下車徒歩10分 ■会員数 50名(男48名・女2名)

※初めての方は、担当者までご連絡くだ ■所在地 〒631-0833　　　

さい。 奈良市西大寺野神町二丁目3-12

【応募方法】 電話・ＦＡＸ ■連絡先電話 0742-49-7821

【受入側負担】 保険：ボランティア活動保険　　交通費：無 (留守番電話の時はメッセージをどうぞ)

【備　 　　考】 大学生･不可　 ■連絡先FAX 0742-49-7821

■担当者 田中賢治

【活動日時】 毎月第1～4水曜日 10時～13時

【活動内容】 陶磁器食器のリユース・リサイクルの活動です。

た食器を回収し、ほしい人に持ち帰っていただき、

欠損品はリサイクル工場へ送ります。

実際の仕事としては、回収した食器の重さを量る、

まだ使える食器と欠損品を分ける、食器を並べる

等です。

【募集期間】 随時

【活動場所】 第1水曜：コープおしくま店店頭

第2水曜：イトーヨーカドー 5F

第3水曜：はぐくみセンター ■団体名 特定非営利活動法人　

第4水曜：都跡公民館または他の会場で開催 関西ワンディッシュエイド協会 奈良市支部

【 ア ク セ ス 】 ＜コープおしくま店＞ ■事業の目的 燃えないゴミの減量

→近鉄大和西大寺駅より「押熊行」バス ■事業の内容 陶磁器食器のリユース・リサイクル

にて「押熊」バス停下車徒歩5分 ■会員数 約10名

※他の場所は担当者まで問い合せください。 ■所在地 奈良市支部としての事務所はないので、

【応募方法】 電話・ＦＡＸ 問い合わせは電話でお願いします。

【受入側負担】 保険：ボランティア活動保険　　交通費：無 ■連絡先電話 080-8313-8201

【備　　  　考】 高校生・可 ■連絡先FAX 0742-51-5188

■担当者 河野和美

●陶磁器食器のリユース・リサイクル

｢もったいない陶器市｣を開催し、家庭で要らなくなっ

【スタッフの声】
「もったいない陶器市」は、楽しみ
ながらゴミ減量になっているとい
うやりがいのある活動です。参加
をお待ちしています。

【スタッフの声】
本会はいわゆる趣味の会ではありま
せん。若干の軽作業を伴う地味な活
動をしておりますが、みなさん楽しく和
気あいあいをモットーにしております。
参加をお待ちしております。
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【清掃活動】 毎月第3土曜日　8時30分～9時30分

(4月15日、5月20日、6月17日、7月15日、

 8月19日、9月16日、10月21日)

【活動内容】 ◎秋篠川源流域の清掃　1.3km

　　　　　コナミスポーツ～竜王神社

(堤防と周辺道路、法面と水路<幅1m～>桜並木の

管理) ■団体名 秋篠川源流を愛し育てる会

※軍手、ゴミ袋、ゴミ採取具は支給します。 ■事業の目的 秋篠川の自然を守り、皆に親しめる川づくりを

水面清掃の場合は、長靴が必要ですのでご本人 めざす。秋篠川周辺に桜を植え、地域を「ふれ

で用意してください。 あい・いこい・ときめき」の場にする。

【募集期間】 川の清掃は、参加の事前予約は不要 ■事業の内容 秋篠川の清掃、燈火桜まつりの開催

【活動場所】 中山町西二丁目「泉橋」に8時30分集合 水辺ウォークの開催、環境講演会の開催、

学園朝日元町2丁目コナミスポーツ前から竜王 学童の環境標語を桜幹に掲出（全200点）

神社山裾まで1.3ｋｍ ・桜里親懇親会の開催

【アクセス】 近鉄学園前駅より｢朝日町循環｣バスにて ■参加者 清掃340人/年、桜祭り500人

｢中山町西二丁目｣バス停下車徒歩 子ども川遊び大会120人、児童環境標語200点

100ｍで集合場所「泉橋」に到着 ■所在地 〒631-0004

（学園前駅より所要時間約10分） 奈良市登美ケ丘六丁目1-16（吉澤宅）

【応募方法】 電話・メール ■連絡先電話 0742-48-3295(青島)/0742-43-2935(吉澤)

【受入側負担】 保険：ボランティア行事保険　　交通費：無　　 ■e-mail aochanys5@kiu.biglobe.ne.jp 

【備 考】 高校生・可　※保護者同伴で小学生も可 ■担当者 青島行男・吉澤定之

【活動日時】 毎月第1日曜日。6・7・8・9月は、8時～11時。

10月休会。それ以外の月は、14～17時。

（雨天時は中止または延期）

【活動内容】 般若寺は、年間15万本のコスモスを咲かせてい

ます。

無檀家の為、最近まではご家族だけでコスモス 【 募 集 期 間 】 随時

の育成・手入れを行っていました。作業は過酷で、 【 応 募 方 法 】 電話・メール・当日集合可

たいへんなご苦労の連続でした。 【 受 入 側 負 担 】 保険：ボランティア活動保険に本人負担により

そこで、「奈良の宝である般若寺のコスモスを、 　　　　加入可

みんなの力で咲かせよう」と、ボランティア活動 交通費：無

を始めました。毎月1回、のんびりした空気の中、 【備　　　　考】 高校生・可（小学生以上の親子、グループ歓迎）

おしゃべりしながら楽しく作業しています。

3人～10人ほどの人数で草取りを中心に行って ■団体名 般若寺コスモス美咲会

います。不定期参加・１回限りの参加も可能です。 ■事業の目的 般若寺の庭園維持・コスモス育成の手伝い

拝観料不要 ■事業の内容 草取り・植え替え・庭園掃除など。

・軍手をお持ち下さい。 ■ＵＲＬ http://www.hannyaji.com/

親子(小学生以上)・グループ参加、歓迎いたします。■参加者数 毎回3～10名程度

居住地が奈良以外の方も、どうぞお越しください。 ■所在地 〒600-8374

なお荒天時は中止になります。 京都市下京区藪之内町606-2Ｂ(会長宅)

【活動場所】 般若寺境内 ■連絡先電話 080-5641-1076

【アクセス】 駐車場有 ■連絡先FAX 075-757-4264

バスの場合は、近鉄奈良駅前より｢青山住宅行｣にて■e-mail 794uguisu.heian-kyou@ezweb.ne.jp

「般若寺」バス停下車、徒歩5分 ■担当者 加藤悦子

●秋篠川源流域の清掃ボランティア等募集

●般若寺のコスモスを

ご一緒に育ててくださるボランティア募集
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学習支援ボランティア募集

【活動日時】 基本的に毎週日曜日10時～12時30分

【活動内容】 中国にルーツを持つ子どもや中国に興味のある

子どもたちに日本語や中国語を教える教育ボラ

ンティア

【活動場所】 奈良市立春日中学校夜間学級 ■団体名 ルーツを中国に持つ子と親の会 

【 ア クセ ス 】 JR奈良駅よりバスにて「春日中学校前」バス停 小草（シャオツァオ)

下車目の前 ■事業の目的 多文化共生社会をめざす

【応募方法】 メール ■事業の内容 学校で使う日本語と中国の文化・言語を

【受入側負担】 保険：ボランティア活動保険　 子どもたちに教える

交通費：実費支給 ■ＵＲＬ http://xiaocao-nara.com/

【備 考】 高校生・可 ■参加者数 子ども、小学生約10名

■e-mail aoaoleaf@gmail.com

■担当者 松田秀代

【活動日時】 月～金曜日14時30分～18時30分

（長期休み期間中は12時30分～）

土曜日9時～15時30分

【活動内容】 毎日変わるプログラム（公園あそび、DANCE、

クッキング、工作など）においてそれぞれの障 ■団体名 すこやかhomeにっこり

害特性をもった子供たちの活動をサポートして ■事業の目的 障がいのある子どもたちの放課後や休日の

いただきます。 余暇支援

また、毎月季節にそった楽しいイベントも開催 ■事業の内容 めぐみ（外あそび）・おんと（ダンス、歌）・

しています。 からだ･（運動・あそび）・できた（料理、創作）

【募集期間】 随時 イベントなどのプログラムを実施。

【活動場所】 施設内、公園など ■ＵＲＬ http://human-heritage.jp/

【 ア クセ ス 】 近鉄奈良駅よりバスにて｢二条大路二丁目｣ ■利用者数 約13人/日

バス停下車徒歩1分 ■所在地 〒630-8013

【応募方法】 電話・FAX・メール 奈良市三条大路2丁目520-3

【受入側負担】 保険：無　　交通費：無 ■連絡先電話 0742-35-3755

【備 考】 学生･可 ■連絡先FAX 0742-35-3754

■e-mail shintani@human-heritage.jp

■担当者 新谷

●小・中学生向けの日本語・中国語

●子どもたちと一緒にあそぼう！

子ども

20

http://www.sozaijiten-kids.rash.jp/images/edu/benkyou/benkyouL.gi
http://1.bp.blogspot.com/-t9m-a6qtpLs/UUFxmJCWzhI/AAAAAAAAOxY/XLHdtZSqvtw/s1600/animal_dance.pn


【活動日時】 第1水曜日13時～16時

第3月曜日  9時～12時

【活動内容】 門番（交代制）、受付、準備、お母さんたち

の話相手、お子さんの見守り、片付け等を

していただきます。

【募集期間】 随時

【活動場所】 子育てスポット「いないいないばあ」

奈良市立済美幼稚園（奈良市西木辻町28）

【 ア ク セ ス 】 JR奈良駅より徒歩20分

（市内循環「瓦町」バス停下車徒歩3分）

【応募方法】 電話・ＦＡＸ・メール

【受入側負担】 保険：ボランティア活動保険　　交通費：無

【備　 　 　考】 高校生･可

※主に、3歳までのお子様を持つ親と子が

自由に集い、情報交換などができる場です。

月曜日は親子で楽しめ、子育てにプラスに

なるようなイベントを、水曜日は、幼稚園の

園庭を開放して、外遊びを楽しんでもらって

います。

【 活 動 日 時 】 第1月曜日10時～12時

   子育てサークル「ちっちゃいもんくらぶ」

第2月曜日10時～12時

   子育てサークル「はぐはぐ」

【 活 動 内 容 】 奈良市ボランティアセンターで開催中の

子育てサークルを支援します。

参加親子の見守り、受付、準備及び片付け

の手伝い等をしていただきます。

【 募 集 期 間 】 随時

【 活 動 場 所 】 奈良市ボランティアセンター

【 ア ク セ ス 】 本冊子裏表紙参照

【 応 募 方 法 】 電話・ＦＡＸ・メール

【受入側負担】 保険：ボランティア活動保険　　交通費：無

【 備 考 】 高校生可

■団体名 なら子育てネットワーク

■事業の目的 子育てサークルの活動の充実や学びあいの

中で親子が楽しく活動することをめざしている。

■事業の内容 ・サークル交流会　・ワークショップの開催

・奈良市スポット事業「いないいないばあ」

・自主事業の子育てサークル「ちっちゃいもん

くらぶ」と「はぐはぐ」

サークルは、月30組ほど

■所在地 〒630-8441

奈良市神殿町380-4

090-6055-8666

■e-mail sachip-H@k.vodafone.ne.jp

■担当者 橋本幸子

●子育てスポットの親子を支援する
　　　　　　　　　　　　　ボランティア募集

●子育てサークルの親子を支援する
      　　　　　　　　　　　ボランティア募集

子育てサークル
はぐはぐ

子育てサークル
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●南部公民館主催事業　

【活動日時】 毎月1回（第3日曜）の活動日と

それに関するミーティング月2回程度

【活動内容】 年間を通して実施している、小学生対象の体験

学習事業のプログラム企画・運営を一緒にして

くれるスタッフを募集しています。

子どもが大好き、レクリエーションが大好きという ■団体名 公益財団法人　奈良市生涯学習財団

人はぜひ一緒に活動しましょう！ 南部公民館　

 【活　動　例 】ハイキング・キャンプ・クリスマス会など ■所在地 〒630-8434　奈良市山町27-1

【募集期間】 随時 ■アクセス JR帯解駅より徒歩5分。「下山」バス停より

【参加者数】 小学生20名程度 徒歩7分。奈良市立帯解小学校の南隣、

【活動場所】 主に南部公民館 帯解連絡所と同じ建物です。

【受入側負担】 保険：ボランティア活動保険　　交通費：無　 ■応募方法 電話・ＦＡＸ・メール

【備　 　　考】 高校生･可 ■連絡先電話 0742-62-5931

主に高校生～20代 ■連絡先FAX 0742-62-5931

のスタッフが活躍 ■e-mail nanbu@manabunara.jp

しています。 ■ＵＲＬ http://manabunara.jp

■担当者 中井川・奥田

●JOY（ジョイ）で子ども達に遊びを教えてください

【活動日時】 月～金曜日14時～19時（月～金曜日が祭日の

場合も活動しています)

夏休み、春休み、冬休み期間と祝日等

10時30分～18時になることがあります。

土曜日10時～18時のうちの都合のよい時間

(土曜日は日中一時支援の対応があります)

【活動内容】 障がいを持っておられる子ども達の放課後

デイサービスです。学童保育に近い内容

です。普通に見守って一緒に遊んだりして

ください（外出時の引率もあります）。

【募集期間】 随時

【活動場所】 施設内。外出もあり。 ■団体名 放課後等児童デイサービスJOY（ジョイ）

【 ア ク セ ス 】 JR関西本線（大和路線・奈良線） ■事業の目的 障がい児サービス（福祉）

「平城山」駅徒歩1分 ■事業の内容 放課後の障がい児デイサービス

【応募方法】 電話 ■ＵＲＬ http://aieikai-joy.jp/

【受入側負担】 保険： ボランティア活動保険 ■所在地 〒630-8106

交通費：1人1日1,000円支給 奈良市佐保台西町98コートヒルズ101-B

【備　　　　考】 高校生・可 ■連絡先電話 0742-70-1700

ピアノ・無（電子キーボード有） ■連絡先FAX 0742-70-1600

■e-mail ｊoy.70.1700@gmail.com

■担当者 田中宏幸

　「なんなん？おもしろ体験隊」ボランティア募集！
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【活動日時】 毎週火曜日13時～17時

【活動内容】 不登校・ひきこもり・ニートの子どもや

若い女性を支援する居場所づくりの手伝い

話し相手他　月１～２回の参加でも可。 ■団体名 フリースペース　SAKIWAI

【募集期間】 随時 ■事業の内容 生きづらさを抱えた（不登校・ひきこもり等）

【活動場所】 フリースペースSAKIWAI 子どもや若者、親たちに、安心して過ごせる

【 ア ク セ ス 】 近鉄新大宮駅より徒歩2分 居場所・交流の場･情報を提供

JR奈良駅西口より徒歩15分 ■ＵＲＬ http://www.ac.auone-net.jp/~sakiwai/
【応募方法】 電話 ■所在地 〒630-8114

【受入側負担】 保険：ボランティア活動保険 奈良市芝辻町2-11-16 圭真ビル401

交通費：無　 ■連絡先電話 0742-48-8552

【 備 考 】 20歳以上 ■連絡先FAX 0742-48-8552

※ホームページで、会の趣旨を見て ■e-mail sakiwai1994@hotmail.co.jp

お電話ください。 ■担当者 大谷かおる

【活動日時】 （奈良市）毎週土曜日　9時～12時

（大和郡山市）毎週日曜日　9時～12時30分

【活動内容】 フィールドホッケーというスポーツを通して、

小学生以下の子供たちの社会的ルールづくり、

体力づくり、フェアプレイ精神づくり、思考づくり、

仲間づくりをサポートします。

ホッケーを知らなくても大丈夫です。運動が

好き、子供が好きというボランティアさんを

募集しています。 【 応 募 方 法 】 電話・メール

【募集期間】 随時 【受入側負担】 保険：有（公益財団法人スポーツ安全協会

【活動場所】 （奈良市）右京小学校グラウンド 　　　　　　｢スポーツ安全保険｣）　

　　　　　　　[奈良市右京４丁目１１－１] 交通費：無

（大和郡山市）額田部運動公園グラウンド 【 備 考 】 高校生・可

　　　　　[大和郡山市額田部北町６４２]

【 ア ク セ ス 】 （奈良市）近鉄高の原駅から徒歩１０分 ■団体名 奈良ジュニアホッケークラブ

（大和郡山市）近鉄平端駅から徒歩１０分 ■事業の目的 ホッケーを通して心身ともに成長していくこと

■事業の内容 ・体を動かすあそびの提供

・ホッケーの基本動作習得の指導

・ジュニア大会の企画・運営

■URL http://10000hockey.wixsite.com/nara

■参加者数 10～30名

■所在地 〒631-0817

奈良市西大寺北町３丁目4-21-106

■連絡先電話 090-8798-2632

■連絡先FAX 0742-93-4303

■e-mail 10000hockey@gmail.com

■担当者 奥田真史

●運営・広報のお手伝い（女性）

●奈良ジュニアホッケークラブの

                                   ボランティア募集！！
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【活動日時】 月・火・木・金　9:20～14:30（週に1日でも可)

【活動内容】 生駒山の中で保育者が3～5歳児を預かり

保育する森のようちえんです。

運営事務作業のボランティアを募集。

【活動場所】 生駒市元町　滝寺公園付近

【 ア ク セ ス 】 近鉄生駒駅より徒歩15分

【応募方法】 メール

【受入側負担】 保険：スポーツ安全保険加入

交通費：実費支給　車の場合ガソリン代支給

その他：自宅作業時のインク代等経費も

　　　　　実費支給

【活動日時】 毎月第3日曜日 10:00～15:00、

夏休み数回キャンプもあり ■団体名 特定非営利活動法人　いこま山の子会

【活動内容】 小学生たちが山の中で自分たちが考えたこと ■事業の目的 子どもの健全育成

を自分たちで形にしていく活動です。 ■事業の内容 3～5歳児の預り保育

年間を通しその過程を見守り、一緒に楽しん ■参加者数 子ども、小学生約10名

でいただける方。 ■所在地 〒630-0255

【活動場所】【アクセス】【応募方法】【受入側負担】 　　同上 生駒市山崎町1－40

■担当者 紀村

【活動日時】 6月17日(土)～18日(日)、10月7日(土)～9日(月)

11月4日(土)～5日(日)

1月27日(土)、3月24日(土)～25日(日)

　　※時間は応相談

【活動内容】 ・会場設営　　　・元気もん本部

・ブース（綿菓子・カフェ・ふきん販売・折り紙など） ■団体名 特定非営利活動法人

・チラシ配布のお手伝い 奈良元気もんプロジェクト

【募集期間】 随時 ■事業の目的 奈良の魅力を発信できる人材を育成し、文化

【活動場所】 奈良県庁前回廊 芸術の向上と地域の活性化に寄与する

【 ア ク セ ス 】 近鉄奈良駅徒歩10分、県庁前バス停0分 ■事業の内容 観光案内、まちおこし結び会の運営、にぎわ

【応募方法】 電話・ＦＡＸ・メール い味わい回廊の運営、奈良食祭の開催、

【受入側負担】 保険：無　　　交通費：無 天平祭ものづくりの運営、県内イベントのボラ

ンティア活動、バリアフリー観光調査

■ＵＲＬ http://www.naragenkimon.com
■参加者数 63名

■所在地 〒630-8042

奈良市西ノ京町18－3

■連絡先電話 0742-30-6070

■連絡先FAX 0742-30-6080

■e-mail info@naragenkimon.com

■担当者 土井

●にぎわい味わい回廊　ボランティア募集

　

　　　　　　　　　　　　事務ボランティア募集

●うり坊クラブ(小学生クラブ)の野外活動ボランティア

●いこま山のようちえん　保育スタッフ

その他
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【活動日時】

 7月23日(日)、9月10日(日)、9月24日(日)、10月7日(土)

いずれも、8:30～17:00頃

【活動内容】 グッズ販売、チケット販売、関係者受付

入場口(チケットのもぎり)、場内案内

【募集期間】 随時

【活動場所】 奈良市鴻ノ池陸上競技場

【 ア ク セ ス 】 近鉄奈良駅、JR奈良駅からバス ■団体名 奈良クラブボランティア

｢市営球場前｣バス停下車すぐ ■事業の目的 奈良クラブのイベント、ホームゲームの補助

【応募方法】 ＦＡＸ・メール・公式HPの応募用紙から ■事業の内容 ホームゲーム運営補助、奈良クラブがイベン

【受入側負担】 保険：ボランティア活動保険　スポーツ保険 トに参加した時の補助

【備　　　考】 交通費：無　　　　食事：有 ■ＵＲＬ http://www.nara club.jp/
高校生・可 ■参加者数 20～30名

■所在地 〒630-8441

奈良市神殿町667-1 ウズシオパーク1F

■連絡先電話 0742-93-3815

■連絡先FAX 0742-93-3816

■e-mail miyazaki@naraclub.jp

■担当者 宮﨑

【活動日時】 イベント当日：2017年4月22日（土）

実行委員会：4/4、4/11、4/18、いずれも19時～

【活動内容】 2007年から奈良公園にてアースデイ奈良を開催

今年は約80団体がブースを出展します。

共催や同時開催の輪も広がっています。

アースデイ奈良2017に向け、共に企画・運営して ■団体名 アースデイ奈良実行委員会

くださる方を募集しています。 ■事業の目的 アースデイ(地球の日、4月22日)は、地球のこと

当日ボランティア募集 を思い、地球のために行動する日です。

【募集期間】 通年 自然や平和のことを考え、自然と共生し、循環

【活動場所】 アースデイ奈良会場は奈良公園登大路園地 型で持続可能な社会をめざす奈良の人々が

実行委員会はアースデイ事務所 増える、毎日が「アースデイ」をめざしています。

【 ア ク セ ス 】 近鉄菖蒲池駅より東へ徒歩7分 ■事業の内容 奈良公園で2007年から毎年開催する「アース

【応募方法】 電話・メール・ＦＡＸ デイ奈良」を共に企画・運営し、創りあげていく。

【受入側負担】 保険：イベント当日はボランティア行事保険 毎年テーマを決めそれに向かって本部企画を考

　　　 実行委員会はなし え出展者、協力者を募集しマネジメントしていく。

交通費：無 ■ＵＲＬ http://www.geocities.jp/earthdaynara/

【備　　　　考】 高校生・可　 ■利用者等 アースデイ奈良2016は、約7000名来場

■所在地 〒631-0032

奈良市あやめ池北3-12-27　NASO内

■連絡先電話 0742-49-6730

■連絡先FAX 0742-49-6730

■e-mail earthdaynara@yahoo.co.jp  

■担当者 北浦由香

●奈良クラブホームゲーム運営ボランティア募集

奈良クラブホームゲーム開催日(下記）とその前日

●アースデイ奈良2017
　　　　　　 ～いっしょに創りませんか～

4月29日(土･祝）、5月28日(日)、6月10日(土)、6月25日(日)
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【活動日時】 月曜日を除く平日と土日の10時～17時の間

作業時間は1h～4ｈ程度（休憩有り）

【活動内容】 大柳生・阪原地域の里山に囲まれた野

外活動センターでは、利用者が安全に使って

いただける為に、日々フィールド設備を整備

しています。

日曜大工の得意な方、社会貢献・地域貢献

をしたい方、空いた時間を利用して、一緒に

汗を流しませんか。

主に施設の老朽化に伴う補修や、野外フィ

ールドの手すりや足場等の補修を行ってい

ただきます。

【募集期間】 随時募集

【活動場所】 奈良市青少年野外活動センター

【アクセス】 ■バスの場合（奈良交通バス）

JR・近鉄奈良駅より「柳生・邑地中村・石打」

方面行｣バスにて「興東館柳生中学校前」

下車、徒歩1分。（所要時間：約40分）

■お車の場合（駐車場有）

・近鉄奈良駅前より国道369号線

　（所要時間：約25分）

【応募方法】 電話・ＦＡＸ・メール

【受入側負担】 保険：継続の場合はボランティア活動保険

交通費：無

【備 考】 大学生・不可　　

■団体名 特定非営利活動法人 

奈良地域の学び推進機構

■事業の目的 子どもたちに様々な学びの場を提供して、健や

かな成長をサポートする。また地域と一体となっ

て学びを推進するために、地域活性化にも貢献

する

■事業の内容 ・奈良市青少年野外活動センターの運営

・センター周辺の里山や農地整備を通じての

 地域貢献

・子どもを対象とした様々なプログラムの企画、

 主催

■ＵＲＬ http://www.naracity-outdooractivity.jimdo.com/

■利用者数 センター年間利用者1万4千人

■所在地 〒630-1241

奈良市阪原町25-1

（奈良市青少年野外活動センター内）

■連絡先電話 0742-93-0029

■連絡先FAX 0742-93-0029

■e-mail chiiki-manabi@kcn.jp

■担当者 川永

●里山整備と簡単な大工仕事のボランティア大募集！
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【活動日時】 平城京天平祭開催期間(5月3日～5日)

と開催までの準備。　※時間は応相談

【活動内容】 ◆天平行列：衣装、着付け、小物製作に

興味がある方(スタッフとして活動いただ

ける方)

◆天平衣装体験：着付けなどのお手伝いを

して下さる方 ■団体名 平城京天平祭実行委員会

◆さくら茶会：お茶席での裏方のお手伝いを ■事業の目的 奈良時代の様子を今に伝える華やかな

して下さる方 お祭りの開催

◆ステージ･昔の遊びコーナー：10名前後 ■事業の内容 毎年、春・夏・秋に世界遺産・平城宮跡で

◆その他：広報・総務(インフォメーション) 平城京天平祭を開催

など、スタッフとしてお手伝いして下さる方 ■ＵＲＬ http://www.tenpyosai.jp/
【募集期間】 随時 ■参加者数 200名

【活動場所】 主に平城宮跡 ■所在地 〒630-8217

【 ア ク セ ス 】 近鉄大和西大寺駅南口から徒歩約15分 奈良市橋本町3-1 きらっ都・奈良 303

【応募方法】 電話・ＦＡＸ ■連絡先電話 0742-25-0707

【受入側負担】 保険：ボランティア活動保険以外の保険 ■連絡先FAX 0742-25-0710

交通費：無　　　　食事：イベント当日のみ有 ■e-mail info@tenpyosai.jp

【備　　　考】 高校生・可 ■担当者 山本

＜メモ欄＞

●平城京天平祭　運営を一緒にやりませんか？
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