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【第 198号】 

 
 

奈良市ボランティアセンターは、地域課題解決に向けた居場所づくりを応援するためのプロジェクトとして新しく活

動を始められる団体への支援を行っています。今年度は、5 つの団体が新たに居場所づくりをはじめることになりま

した。そこで団体の新たな活動に評価者（実践者）の視点を取り入れることで、目標の達成や更なる発展につなげる

こと、そして一般参加者と活動者のつながる機会をつくるため 2022 年 8 月 6 日（土）公開プレゼンテーションを行い

ました。4名の評価者と一般参加者約 10名の方の前で熱心にプレゼンテーションに臨んでいただきました。 

    一人ではできないことをみんなで力をあわせて解決して 

～2022 地域課題解決に向けた居場所づくり応援プロジェクト～  

参加団体による公開プレゼンテーション開催の報告 

＜参 加 団 体 ＞ 

① 佐保地域自治協議会 

（子どもを中心とした地域の居場所づくり） 

② おっは～こども食堂 

（地域内のつながりを大切にした子どもの居場所づくり） 

③ 二名つながり委員会 

（子育て世帯の交流の場と地域の支え合いづくり） 

④ ふれあい食堂しんゆうやまと 

（子どもなどの心の支えとなる居場所づくり） 

⑤ みらくる 

（発達に障がいのある児童やその家族が安心して通える 

居場所づくり） 

参加団体のプレゼンテーション 

 

団体すべてが子どもを中心とした地域の居場所づくりでした。生き

ていくために重要な「食」を通した子どもと地域のつながりづくり、地域

の大学生との連携、子どもの頃からの住み慣れた場所で大人になっ

た自分たちが出来ることを探す、子どもを通した親同士のつながり、

SNS を使った広報活動、学習支援や発達に障がいを抱えた子どもの

居場所など、それぞれ特色のある内容でした。 

評価者の方々のコメントも含め、互いの活動の報告を聞くことで、新

たな発見があり自分たちの活動への気づきにつながったと感じます。 

今後の活動の実施、継続をしていきながらそれぞれの居場所が地域に根差した活動となることをボランティアセン

ターおよび奈良市社会福祉協議会は応援していきたいと考えています。みなさまの今後の活動に期待しています。 

評価者のみなさま 

8月 6日(土) 

13：30～16：00 
奈良市ボランティア

センター2階会議室 

みんなの介護より参照 

『2022年度 ボランティア養成講座』 開催のお知らせ 

「認知症サポーター養成講座」  認知症サポーターとは？ 
 

日 時： 令和 4年 10月 24日（月）～令和 4年 10月 26日（水） 3日間 

内 容： 認知症の原因や症状の理解 他 

講 師： 奈良市認知地域支援推進員 三原由紀 氏 他 

場 所： 奈良市ボランティアセンター 2階会議室 

詳しくは、別途チラシをご覧ください。 

https://2.bp.blogspot.com/-7Ulzg54onu4/UMaewUsr4oI/AAAAAAAAH2s/LUSJHE8_7J4/s1600/tsukimi_jugoya.png
https://www.irasutoya.com/2016/07/blog-post_67.html
https://www.irasutoya.com/2018/04/blog-post_31.html
https://www.irasutoya.com/2016/07/blog-post_67.html
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センターの行事予定【９月・１０月】 
 

9 / 6 ( 火 ) 10:00～11:00 

11:00～12:00 

センター登録団体 代表者会議 

奈良市ボランティア連絡協議会 幹事会 

9/10(土 ) 

 

10:00～12:00 ボラかふぇ○ポ         

脳を活性化する回想法 

～思い出語りで元気になる～ 

9/28(水 ) 10:00～12:00 奈良市ボランティア連絡協議会 役員会 

10/4(火 ) 

 

10:00～11:00 

11:00～12:00 

センター登録団体 代表者会議 

奈良市ボランティア連絡協議会 幹事会 

10/8(土 ) 

 

10:00～12:00 ボラかふぇ○ポ         

気象情報を読み取ろう 

～災害の発生を事前に予知して 

ボランティア活動に活かそう～ 

10/24(月) 13:30～15:30 第 1 回認知症サポーター養成講座○ポ  

  

10/25(火) 13:30～15:30 第 2 回認知症サポーター養成講座○ポ  

  

10/26(水) 13:30～15:30 第 3 回認知症サポーター養成講座○ポ  

  

10/26(水) 10:00～12:00 奈良市ボランティア連絡協議会 役員会 

上記事業は場合により変更になることがあります。 

  

 

                   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

TEL（0742）26-2270 

FAX（0742）26-2003 

 

 

【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 ttps://www.naravn.jp/aid/?act=list 

★CANPAN FIELDS  http://fields.canpan.info/grant/ 

行事予定にある○ポは『奈良市ポイント』の対象事業です。 
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。 

 

 

 
 

 

9/4(日） 9/11(日) 9/18(日） 
9/19(月） 

敬老の日 

9/23(金） 

秋分の日 
9/25(日） 10/2(日） 10/9(日） 

10/10(月） 

スポーツの日 
10/16(日） 10/23(日） 10/30(日) 

 

休
館
日 

 naravc@citrus.ocn.ne.jp 
URL http://www.narashi-shakyo.com/sankashitai/ 

【 】 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 

加茂駅行きに乗車､「鴻池
こうのいけ

」停留所で下車して徒歩 2 分。(東福祉センターの西隣) 

 

奈良市ボランティアセンター 
奈良市法蓮町 1702-1 

奈良市ボランティアセンターは指定管理者として 奈良市社会福祉協議会 が管理運営しています 

 

 

令和 4年度 広域助成 
実施団体：社会福祉法人 奈良県共同募金会 

分野：   健康・福祉 

助成内容：奈良県内において、県域又は複数市町村域にて、地域

福祉推進のための事業、更生保護事業及びその他の

社会福祉を目的とする事業を行っている団体 

【事業経費助成】 50 万円限度（助成率 3/4 以内） 

【施設・設備・備品整備費助成】 

 150 万円限度（助成率 3/4 以内） 

【協働募金運動啓発助成(車両整備助成)】  

150 万円限度（助成率 3/4 以内）  

応募方法：所定の申請書に関係書類を添付して、県共同募金会へ   

     提出（申請書は奈良県共同募金会 HP よりダウンロ   

     －ド可）持ち込み提出の場合は必ず事前連絡のこと 

募集期間：令和 4 年 7 月 29 日(金～10 月 14 日(金) 

申込先： 〒634-0005 

     橿原市大久保町 320－11  

奈良県社会福祉総合センター内 

      社会福祉法人 奈良県共同募金会 

     TEL：0744-29-0173 

         URL：http://www.nara-akaihane.com/ 

 

 

助成金情報 助成金情報 

地域貢献助成事業 2022 年度募集 
実施団体：こくみん共済 coop 〈全労済〉 

分野：   子ども・青少年、環境・美化、防災・防犯 

助成内容：〔助成対象活動〕 

(1)自然災害に備え、命を守る活動 

 防災研修、防災 MAP の作成、防災ウォークなど 

(2)地域の自然環境・生態系を守る活動 

  自然観察会、環境教育のための学習会、森林・里地・ 

里山・竹林の保全活動、水環境の保全活動、生物 

多様性の保全活動など 

(3)温暖化防止活動や循環型社会づくり活動 

 自然エネルギーの普及・啓発活動、賞エネルギーの 

 促進活動、３Ｒを促進する活動など、 

(4)子どもや親子の孤立を防ぎ、地域とのつながりを 

生みだす活動 

親子サロン、読み聞かせ、プレーパークなど 

    (5)困難を抱える子ども・親が助け合い、生きる力を 

     育む活動 

     障がい・外国語・ひとり親家庭などの子どもや親の 

     交流、相互支援活動など 

〔助成対象団体〕 

日本国内を主たる活動の場とする 

(1)NPO 法人、一般社団法人、任意団体、市民団体 

(2)設立 1 年以上の活動実績を有する団体 

(3)直近の年間収入 300 万円以下の団体 

応募方法：ホームページよりダウンロードした申請書を提出 

募集期間：2022 年 8 月 17 日（水）～９月 16 日（金）必着 

助成金額：1 団体 1 事業のみ上限 30 万円、総額 2,000 万円 

申込先： 〒151-8571 

    東京都渋谷区代々木 2-12－10 こくみん共済 coop<

全労済>本部 地域貢献助成事務局 

    平日 10 時～17 時 土日祝を除く 

  TEL：03-3299-0161   

   E-mail：90 shakaikouken@zenrosai.coop 

   URL：https://www.zenrosai.coop/zenrosai/csr/josei/ 

http://www.nara-akaihane.com./
https://www.zenrosai.coop/zenrosai/csr/josei/

