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ららだより 

生駒市市民活動推進センター ららポート  〒630-0257 生駒市元町 1 丁目７番６号 TEL：0743-75-6000 FAX：0743-75-0151 

平平成成２２３３年年５５月月３３００日日・・隔隔月月発発行行  

ＶＶ００ＬＬ..１１３３  
編編集集・・発発行行    

生生駒駒市市市市民民活活動動推推進進セセンンタターー  ららららポポーートト  

 

※１：選択の届出を行う日の年度の６月１日現在、生駒市の住民基本台帳に記録されているか、外国人登録原票に 

登録されている住所が生駒市にある年齢１８歳以上の人 

※２：この制度に対して、団体が登録申請した事業が対象になります 

※３：１団体を選択した場合は「市民１人当たりの支援額」の全額、２団体を選択した場合はその２分の１に相当 

する額、３団体を選択した場合はその３分の１に相当する額が、選択した団体への支援額となります 

※４：支援対象事業に係る対象経費の額の２分の１以内で上限５０万円です 

※５：支援したい団体は見つからないけれども市民活動は支援したいという場合は、市内での市民活動促進のため 

に使われる「生駒市市民活動支援基金」への積立を指定することもできます 

 

生駒市民が選択する市民活動団体支援制度 

あなたの選択で、地域が変わる！ 

支援制度に参加しよう！ 

市民活動団体は、それぞれの地域の実情に応じ

て、課題解決のために社会貢献活動を実施してい

ます。その活動の公益性や必要性を判断できるの

は、活動の一番近くにいる市民の皆さんです。 

そこで、市民の皆さんの意見を直接反映させ、

市民活動団体が実施する社会貢献活動を支援で

きるよう、また、現時点では選択する側の皆さん

も、選択を受ける側になっていただけるような市

民活動のさらなる発展を願って「生駒市民が選択

する市民活動団体支援制度」を新しく創設しまし

た。 

選択の届出は、７月１日（金）から８月１２日（金）まで！ 

 

支援したい事業をみつけよう 

●支援対象となった団体の事業などを紹介する

「支援対象団体紹介冊子」を広報いこま７月１

日号と同時に配布、配架します。 

●公開プレゼンテーション（パネル展示）を開催。 

          生駒市コミュニティセンター  
文化ホール 

７／２３ 
（土） 

 

３ 

団体が、事業の紹介をします。 

お気軽に、ご参加ください。 

支援したい事業を選んで、申請しよう

●支援したい事業（※５）を選び冊子に付いてい 

る「支援対象登録団体等選択届出書」を郵送、持参

かインターネットで 

市に届けてください。 

●９月中旬に支援金の交付を 

決定・公表します。 

※詳細は「支援対象団体紹介冊子」をご覧ください。 

４ 

６月１日現在の当該年度分の個人市民税の合計

額の１％相当額を、同日現在の１８歳以上の市民

の数で割って算出します。本年度は６月中旬にホ

ームページなどでお知らせします。 

平成２２年度で計算すると、一人当たり約８００円

になります。 

市民一人当たりの支援金の額の算出方法 ２ 制度の概要 

１８歳以上の生駒市民（※１）が、支援したい

市民活動団体の事業（※２）を選ぶ 

（※３）と、その結果を考慮して、団 

体に支援金（※４）が交付されます。 
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が、腕の中ですやすやと眠ってくれた。「気持ちが通

じ合えたかな」と感じた、あのときの感動やぬくも

りは、宝物だ。 

また、何年も前に託児依頼のあった PTA 会長さ

んから、あの時はお世話になりました、と声をかけ

てもらうことがある。年月がたっても、このような

めぐり合いや、つながりがあるのはうれしい。「あの

時の子どもたちもずいぶん大きくなっただろうな

あ」と思いをはせる。 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * 

活動を始めるまでは、ひたすら家族のために頑張

ってきた人生だった。 

長女が幼稚園年長のとき、大阪から生駒に転入し

てきた。新しく住宅地が開発され始めた頃で、まだ

周辺は野山が多く自然豊か、新設の小学校も近くに

あり、子育てをするには環境のいい場所だった。家

の事、３人の子どもたちの子育て。やがて両親の介

護、同居することになった義父母の世話、化粧もせ

ずに自家菜園の手入れに出る日々。すべて全力投球

でやり遂げた。それはそれで充実した毎日だった。 

夫が定年退職する 2 年ほど前のこと。いとこどう

しの集まりで、「このままの人生でいいの？外に出て

みたら？」と問いかけられ、ハッとした。「そうだ、

これからは、外に目を向けてみよう、そのためには

勉強しなければ」と思い立ち、セミナーや講座を受

け始め、今の活動につながった。きっかけとなる言

葉をかけてくれたいとこには、感謝している。 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * 

一日一首の短歌づくりや、新聞記事のスクラップ

を日課にしている。切り抜いた記事の隣に、その時

の気持ちを、文章や短歌で書き添える。 

３月１１日に起きた東日本大震災、子どもたちの

事が気がかりだ。「大震災、大津波、原発事故を忘れ

ないために」とタイトルを付けたスクラップブック

は６冊目になった。記事を切り抜きながら、何か自

分たちにできることはないか、思いをめぐらせる

日々だ。 

(インタビュアー：小野文代 ららポートﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ) 

こじかのバンビを結成して 8 年が経つ。「子ども

の気持ちになって一緒に遊ぼう」を合言葉に、幼稚

園や小学校、公益活動団体などが講演会を開催する

時に設ける一時保育で、ボランティア活動を行うグ

ループの代表を務めている。 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * 

今年２月末に開催された、ららポート登録団体の

交流事業「らら♪まつり」。活動紹介の舞台発表のた

めに、メンバー一丸となって準備を重ね、全員で臨

んだ発表では、みんなが一つになれたという充実感

があった。これも、日頃の活動で培った抜群の結束

力のおかげだと、メンバーに感謝している。 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * 

生駒市社会福祉協議会主催の子育て支援ボランテ

ィア講座受講生でグループを立ち上げた。 

８年の間には、仕事や、家庭の事情などで活動を

辞めたり、休会となるメンバーもたくさんいるが、

暑中見舞いや年賀状、電話での近況報告を息長く続

けている。一度できたご縁は大切にしたいと常々思

っているからだ。 

子どもが大好きで始めた活動だが、正直しんどい

と思うこともある。保護者から離れた子どもは泣く

のが当たり前、とは思っていても、1 時間泣きっぱ

なしのお子さんを、ずっと抱っこであやし続けるの

は、なかなか身に応えることだ。 

そんなとき、ドキドキしながら臨んだ一番 初の

活動のことを思い出す。預かった 8 ヶ月のお子さん

ボラボー！  
 

うえの ともこ 託児ボランティア 
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子育て支援グループ かるがもの会  
「かるがものお部屋」受付けボランティア募集！ 

〈募集内容〉かるがものお部屋では、子育て中の保

護者の方々に、子どもと共に集える場を提供し、一

緒に手遊びや、絵本の読み聞かせなどを通して心の

ゆとりを持ってもらおうと活動しています。活動当日

の受付けをして下さる方を募集しています 

〈活動場所・日時〉①南コミュニティセンター（毎月第

２・第４金曜） ②コミュニティセンター（毎月第２・第４

火曜） いずれも午前９時３０分～１１時４５分 

〈問合せ〉ららポートへ TEL/0743-75-6000 

最終回 

このコーナーでは、登録団体の活動を体当たりで取材し

た高校生、橋本沙也香さんのリポートを紹介してきまし

た。今回が 終回です。 

「ＮＰＯ法人地域活動支援センター 
ぷろぼの」の活動 

平成１５年４月設立。障がい者の社会
参加や就労を通じて、自立を支援する
福祉作業所としてスタートし、障がい
をもつ方が、地域で自立した生活を送
れるよう支援する 

ボランティアグループ 
「サロン楽我生」の活動 

平成１８年１１月設立。ららポート２
階で市民の交流の場と飲み物を提供。
活動は、月曜～金曜(午前１０時３０分
～午後３時３０分)、土曜(午前１０時
３０分～午後２時) 

地域ボランティア 
「オアシス」の活動 

平成１６年４月設立。東松ヶ丘ふれあ
い喫茶（毎月第２火曜）、長弓寺薬師
院サロン（毎月第４水曜）の開催、の
びのび教室サポート、真弓小学校・生
駒小学校の花植え（春・秋）など 

登録団体イベント情報 

ＮＰＯ法人いこま国際交流協会 主催 
ハロハロ☆ｉｋｏｒｙｕ 世界の料理で交流しよう！ 

〈日時〉６月２６日（日）午前１０時～午後１時  

〈場所〉南コミュニティセンター調理室  

〈内容〉中国家庭料理（中華点心２品とスープ）を作り

ながら交流します 〈定員〉４０名 〈参加費〉８００円

（材料費込み・幼児無料）〈持ち物〉エプロン・三角

巾・ふきん・タオル 〈申込み〉参加者全員の名前、住

所、電話番号、年齢を書いて、６月２０日（月）までに

李和子(ｲﾌｧｼﾞｬ)さんへ TEL・FAX/0743-78-6491、又

は e-mail：info＠ikoryu.net まで 

施設援助ボランティア募集 

社会福祉法人 いこま福祉会 かざぐるま 
ミシンでの縫製ボランティア募集！  

〈募集内容〉さをり織りの布地をミシンで服や 

カバンに縫製してくださるボランティアを募集 

しています 〈活動日時〉月～金曜、午前１０時～午後

５時までの都合の良い日時。何時間でもＯＫです 

〈活動場所〉壱分町 かざぐるま施設内 又は、自宅

へ材料を持ち帰っての製作もＯＫです 

〈問合せ〉ららポートへ TEL/0743-75-6000 

登録団体ボランティア募集 

地域ボランティア養成講座第１

期修了生を中心に結成。地域住民

のやすらぎの場「オアシス」にな

るようにとの思いで活動されて

います。高齢者サロンの開催や、

小学校での花の植え替え、「のび

のび教室」でのサポートなど、幅

広く活動されています。「できる

時にできることを楽しく、無理し

ないで」「人のためすることが自

分のためになる」という言葉が印

象的でした。 

 
地域ボランティア 

｢オアシス」を取材して 

“ぷろぼの”は、“公益・公共・よ

き社会のために”という意味があ

るそうです。就職を希望する障が

いを持つ利用者へ、パソコンの操

作を教えたり、一般企業や福祉団

体のホームページの製作や更新

などの仕事を提供し、賃金を支払

うなどして就労支援をしていま

す。一番嬉しいのは、ここで１～

２年学んだ利用者さんが、就職し

たり、成長したのを見ることだそ

うです。 

 

「NPO 法人地域活動支援センター 

ぷろぼの」 を取材して  
ボランティアグループ 

｢サロン楽我生」を取材して  

“楽
らく

我生
が き

”というグループ名は“毎

日楽しく楽に生きていきたい”と

いう願いからつけたそうです。 

サロンでは、お揃いのエプロンを

したボランティアスタッフの

方々が飲み物を提供し、みなさん

の憩いの場となるよう気を配っ

ておられます。「ゆったりできて

楽しい」「おいしかった」「また来

たい」という声を励みに、いつま

でも若々しく生き生きと活動し

たいとおっしゃっていました。 

 

登録団体メンバー募集 

生駒笛吹きクラブ 
リコーダー演奏でボランティアしてみませんか？ 

高齢者施設や地域のサロンなどへ、リコーダー 

の出前演奏を行っています。曲目は、懐かしい 

唱歌や民謡が中心です。聞いてくださる方が、 

一緒に手拍子を取ったり、口ずさんだりして下さると、

とても励みになります。初心者も歓迎します。会費は

月額 1000 円 〈問合せ〉山田武弘さんへ TEL・FAX 

0743-77-7902、e-mail：takehiro.yamad＠y8.dion.ne.jp 
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■生駒市市民活動推進センター ららポート 

    〒630-0257  奈良県生駒市元町１丁目７番６号 
         TEL：0743-75-6000  FAX：0743-75-0151 

          e-mail：lalaport@city.ikoma.lg.jp 
開館日時  月曜日～土曜日 午前９時～午後５時 
休 館 日  日曜日・祝日・年末年始 

        ※オストメイトトイレがあります 

        ※公共交通機関でお越し下さい 

●ららポート登録団体 ５４団体 〔構成人数 １，８４１人〕  （５月１日現在） 

東日本大震災以降、今まで以上に節

電を心がけておられる方も多いの

ではないでしょうか。我が家も、夏

のエアコン使用を少しでも抑えよ

うと、扇風機を１台買い足しまし

た。家族は、吸汗速乾素材の甚平を

購入し、これで夏を乗り切る！と 

張り切っています。さて、効果の

ほどはいかに。<小> 

編集後記 

生駒市内での市民公益活動を支援・促進・啓発するための組織として設置した「市民活動推進センター」

では、生駒市市民活動推進センターららポートに登録していただける団体を随時募集しています。 

 

 

 ①市民公益活動を行い、又は行う意思のある団体であること。ただし、会員向けの互助活動のみを行う団体

は除く。 

 ②市民公益活動は、公共性、社会性があり、政治的、宗教的、営利的（収益を会員に分配する）目的がない

こと。 

 ③生駒市内に活動拠点を有し、代表者が明確であり、団体の活動内容を公表できること。 

 ④年間を通じて市民公益活動を行っていること。 

 ⑤団体構成員が５名以上で、過半数が市内在住、在勤又は在学者であること。 

 ⑥市民活動推進センターと連携をとるとともに、同センターの行う事業に協力すること。 

 

  

①広報活動等の支援を受けることができます。 

 ②生駒市市民活動推進センターららポートの研修室等を使用することができます。 

 

 

登録する団体は、次の書類を提出してください。 

※ 書類の様式は市民活動推進センターららポートで配布するほか、生駒市ＨＰからダウンロードできます。 

  （http://www.city.ikoma.lg.jp/kashitsu/01400/05/02.html） 

①提出書類 

(1) 市民活動推進センター登録申請書（様式第１号） 

(2) 規約又はそれに準ずるもの 

(3) 会員名簿 

(4) 会の活動内容が分かる書類 

②受付窓口 

市民活動推進センターららポート 

 

 

申請書類に基づき、事務局及び市民活動推進センター連絡調整懇話会において、年に４回程度、審査会を

開催し、登録の決定を行い、可否を通知します。決定まで日数がかかります。 

書類での判断が難しい場合は、こちらから問い合わせをすることがあります。 

登録できる団体の条件 

ららポート登録団体になると・・・ 

申請手続 

審査から決定まで 

ららポート登録団体 募集中！ 

ららポート２階トイレ入り口にあるこの

マークをご存知ですか？ 

このマークは“オストメイト対応トイレ”を意味

します。“オストメイト”とは、病気や事故などで、

臓器に機能障害を負い、腹部に人工的に排泄のため

の開口（ラテン語でストーマ）を造設した人のこと

です。 

オストメイトの方々が、外出先で安心してストー

マ器具を交換したり、洗浄、排泄できるような設備

を備えたオストメイト対応トイレには、国土交通省

デザインの、オストメイトマークがついています。 

 

ご存知ですか？ららポートのこんなこと 


