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【第 151 号】

９月８日（土）
ボラセンで考える！権利擁護のこと！
～奈良市権利擁護センターって 何をするところ？～
話題提供者：奈良市権利擁護センター 相談員
この 4 月に、奈良市役所の中央棟２階に奈良市権利擁護セン
ター（権利擁護に関する専門的な支援機関） が開設されました。
その「奈良市権利擁護センター」って何をするところなのか、
当該センターの相談員からお話をうかがいました。
お話の中から抜粋すると…
☞権利擁護センターとは？
認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由で、判断能力が
十分でない方の権利を守ることにより、住み慣れた地域で安
心して暮らし続けることができるように支援する機関です。

《参加者の声》

例えば、「身寄りがないので今後のことが心配」「自分たち
親も高齢になり障がいがある１人息子のことが気がかりで…」
「一人暮らしの知人が訪問販売や悪質商法の被害にあってい
る」「最近物忘れが出てきたみたい …。成年後見制度※って
どんなもの？」などの心配ごとがあれば、奈良市権利擁護セ
ンターにご相談ください。
相談員（社会福祉士）が専門的な立場で問題を整理し、解決
に向けて支援( 助言、関係機関との調整など) を行っていま
す。相談者の秘密も守られていますので、安心してご利用く
ださい。
※認知症、知的障害、精神障害などにより物事を判断する能力が十分でない方に
ついて、本人の権利を守る援助者（「成年後見人」等）を選ぶことで、本人を
法律的に支援する制度。（法務省 HP より抜粋）

☆奈良市権利擁護センターの内容がよくわかった。
☆今の時代、機械化、諸費用申請など手続きが複雑
化し、一人で対応出来ないことがある。この様な
相談機関があることがわかり参加して良かった。
☆現実の問題として勉強になった。
☆権利擁護に関する大事な話で、難しい話でもある。
もっと話を聞きたいのでもう一度、ボラかふぇで
取り上げてほしい。

超高齢社会を迎え、知っておきたい話であり、質問が
たくさんあがりました。ボラかふぇでもう１回とりあ
げてほしいという声があり、また機会を設け、権利擁
護センターでできる相談についてなど知ることで、上
手に活用できるようにできたらと思います。

10 月 の『ボラかふぇ』の予 告 ！
『ボラかふぇ』は基本、毎月 11 月を除く第２土曜日の

テーマ：地域福祉活動にエッセンス！
10 時～12 時、奈良市ボランティアセンターで実施して
折り紙体験で脳を活性化！！
います。
～折って・創って・日々活き活き！～
セルフですがお茶などを飲みながら、社会に起こってい
日 時：平成 30 年 10 月 13 日（土）10 時～正午
る様々な課題を、気軽に「知ること！」ができる場とし
場 所：奈良市ボランティアセンター ２階 会議室
て、またこの場での「気づき」からボランティア活動に
話題提供者：折り紙ボランティア「おりがみの輪」
つながっていくことを期待し、企画したものです。
（当センター登録ボランティアグループ）
時には、皆さんが取り組んでおられるボランティア活動
内 容：折り紙は、脳を鍛えるのに最適！手指を動かし、
に活かせる技術面を学んで頂く機会も作っていきたい
創造性を発揮させながら作品を完成させる！
と考えています。あなたも、まずは「知ること」からは
その作業が脳を鍛え、感性を育む！！
じめてみませんか？
地域の集いの場で活用できる題材を教わることで、
是非、この機会にボランティアセンターへお越し
地域福祉活動に役立ててもらえれば幸いです。
ください。お待ちしております
日々の生活の中に「折り紙」を取り入れ、
自身の健康づくりやボランティア活動に活かしてみません
ボラかふぇでは、飲み物をご用意してお待ちしております。
お申込の上、是非一度、お越しください！！【奈良市ポイント制度の対象事業です】
か。

2018 年 10 月 1 日発行

奈良市ボランティアセンター編集・発行

第 151 号

ボランティア・活動・助成金情報
助成金情報

奈良市ボランティアセンター
奈良市ボランティア連絡協議会
からのお知らせ

奈良ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾈｯﾄ 情報抜粋
2019 年度

第２４回ボランティアフェスティバルの
ステージを盛り上げ隊

団体・個人を大募集！！
♯平成 30 年１１月１７日（土）
♯11 時～13 時（1 団体・個人 各 20 分程度）
♯奈良市ボランティアセンター駐車場 にて
（出演場所の広さ：250 ㎝×240 ㎝）

★問合せ・申込み先★
奈良市ボランティアセンター
※ご出演の時間については後日、調整させて頂きます。
※また、天候によって中止する場合がございます。

ありがとうございました。

休
館 １０/２８（日）
日
１１/１８（日）

１０/８（月）
体育の日

１１/3（土）
文化の日

１１/２３（金）
勤労感謝の日

１０/１４（日）

１０/２１（日）

１１/４（日）

１１/１１（日）

１１/２５（日）

ポ は『奈良市ポイント』の対象事業です。
行事予定にある○
奈良市ポイント制度(ボランティアポイント)については
http://narapoint.jp/ および 館内設置のチラシでご案内しています

奈良市ボランティアセンター
奈良市法蓮町 1702-1

TEL（0742）26-2270
FAX（0742）26-2003

実施団体：日本郵便株式会社
助成対象・内容：
【一般枠】 社会福祉法人、更生保護法人、一般社団法
人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人及び特
定非営利活動法人（NPO 法人）
（ア）活動・一般プログラム
（イ）活動・チャレンジプログラム
（ウ）施設改修
（エ）機器購入
（オ）車両購入
【特別枠】営利を目的としない法人
東日本大震災、平成 28 年熊本地震及び平成 30 年 7 月
豪雨の被災者救助・予防（復興）
募集期間：Ｈ３0 年 9 月 10 日（月）～11 月 9 日（金）
＜当日消印有効＞
http://www.post.japanpost.jp/kifu/

【参考】★助成金情報掲載サイト★※下記の他にもネットで探してみてね！
★奈良ボランティアネット https://www.naravn.jp/aid/?act=list
★CANPAN FIELDS
http://fields.canpan.info/grant/

五刧院さま（北御門町）より、子ども
達が参加する活動にと、たくさんお菓子
のご寄附いただきました。
奈良市ボランティアセンターで開催の
子どもの料理教室やこども食堂に提供
させていただき、思わぬお菓子の出現に
子ども達が大喜びしていました。本当に
ありがとうございました。

１０/７（日）

年賀寄付金配分事業

センターの行事予定【10 月・11 月】
１０/２ (火) 10:00～11:00 センター登録グループ 代表者会議
11:00～12:00 奈良市ボランティア連絡協議会 幹事会
１０/１３(土) 10:00～12:00 ボラかふぇ○
ポ
地域福祉活動にエッセンス！
折り紙体験で脳を活性化！！
～折って･創って・日々活き活き！～
10/20(土) 10：00～12：00 地域課題解決にむけた居場所づくり応援
プロジェクト公開プレゼンテーション
10/27 (土) 10：00～12：00 介護ボランティア養成講座 2018○
ポ
～出来ることから始める支え合い～
第１回「ボランティアって何？」
１１/６ (火) 10:00～11:00 センター登録グループ 代表者会議
11:00～12:00 奈良市ボランティア連絡協議会 幹事会
1１/1７(土) 10:30～14：00 ★第２４回ボランティアフェスティバル
IN なら★
1１/2４(土) 10:00～12:00 介護ボランティア養成講座 2018○
ポ
～出来ることから始める支え合い～
第２回「介護保険の仕組みと地域包括
ケアシステム」
上記、ボラかふぇ、講座等は申し込みが必要です。

【
】 午前９時～午後５時
【休 館 日】 日曜日、休日、年末年始（12/29～1/3）
【アクセス】近鉄奈良駅
13 番のりばから奈良交通バス 高の原駅行き または
こうのいけ

加茂駅行きに乗車､「 鴻 池 」停留所で下車して徒歩 2 分。(東福祉センターの西隣)

naravc@citrus.ocn.ne.jp
URL

http://www.narashi-shakyo.com/html/volunteer_top.html

