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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  

生駒市民が選択する市民活動団体支援制度 
締切りが迫っています！ 

選択の届出は、出されましたか？ ８/１２ 

まで！ 

※「生駒市民が選択する市民活動団体支援制度」の概要は、４ページをご覧ください。 

支援対象事業を知ろう！ 

支援したい団体を３団体以内で選んで、下記のいずれかの方法で届出てください。 

届出ができるのは、１人１回で、いずれの方法もご本人の自筆での記入又は入力が必要です。 

●郵送・・・冊子にある届出書に必要事項をご記入のうえ、同じく冊子の裏表紙に印刷されている封筒をご

利用のうえ投函してください。（切手を貼る必要はありません） 

●窓口受付・・・市役所市民活動推進課、市民活動推進センターららポート他、市内 7 ヶ所の市民サービス

コーナーにて届出を受け付けています。 

●インターネット・・・市ホームページの「生駒市民が選択する市民活動団体支援制度」のページから届出フ

ォームにアクセスできます。この届出には、自らメールアドレスをお持ちの方に限ります。 

●出前受付・・・概ね１０人以上集まる会場に市職員が出向いて受け付けることができます。希望日の１週

間前までに電話で市民活動推進課（電話 0743－74－1111 内線 234）までお申込みください。なお、申込

状況によりご希望にそえない場合もございますのでご容赦ください。 

支援したい事業を選択して届け出よう！ 

支援対象事業には、市民の皆さんへ、参加者として、またボランティアとして参加を呼びかけている事業もたく

さんあります。どうぞ、いろんな形で、市内のボランティア・NPO 活動に参加してください。 

★この制度は、平成 24 年度も実施の予定です！ 

団体の皆さんは、次年度に向けた事業計画を、市民の皆さんは、次年度の選択に向けた情報の収集を、よろ

しくお願いいたします。市民活動推進センターららポートでは、事業計画の作成について、相談を受け付けて

おります。お気軽にお問合せください。また、市内で活動するボランティア団体の情報もあります。 

どうぞご来館ください。 

支援対象事業に参加しよう！ 

①「支援対象登録団体紹介及び選択届出書冊子」（以下、冊子といいます） 

（「広報いこま」（7 月 1 日号）同時配布）に団体紹介記事があります。 

②市ホームページの*「生駒市民が選択する市民活動団体支援制度」の 

ページ（＊）で申請書等のデータやプレゼンテーション（7 月 23 日実施）の

様子を動画でご覧いただけます。 

＊http://www.city.ikoma.lg.jp/kashitsu/01400/11/02.html 

③市役所（４階市民活動推進課）、市民活動推進センターららポートで、 

事業申請書等を閲覧いただけます。 
市民活動推進センターららポート 
〈支援対象登録団体コーナー〉 
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ふみこ ネットワークいこま やまざき 

ボラボー！   

ーションのためだけでなく、それぞれ目標をもって来ら

れる方が多く、真剣そのもの。教える側も、１対１

で関わっていくので、相手の人生に与える影響を考

えると、何とかその思いに応えられるようにと真剣にな

る。日本語で困らないように、不自由なく会話でき

るように、きちっとした文法を基礎からしっかり教

えたい。生徒さんから「ここで日本語を勉強して、

よくわかった」「日本語能力検定試験に合格した」「無

事、就職できた」などの声を聞くと、何より嬉しく、

やってきて良かったと思う。 

教室での活動の他、家に帰ると生徒さんからメー

ルや電話で様々な相談が寄せらる。時には緊急の

「Help ！」で、日本で突然亡くなった夫を、母国

に連れて帰りたいという相談を受け奔走したり、夜

中に「出産する！」という連絡を受け、付き添って

病院に走ったこともある。 

母国を離れ、言葉もよく通じない中、困っている

外国人を放ってはおけない。自分にできること・でき

ないことをはっきり伝え、最善のことを最後まで責任を

持ってやり通すだけだ。 

自分は“小さな民間外交”をしている意識がある。

それぞれの国に帰って、家族や友人に、「日本に行っ

て良かった」「日本には、こんないいことがあった」

「こんな日本人もいた」と思ってもらいたい。その

ために「Help！」があった時には、いつでも精一杯

サポートをしたいと思っている。 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * 

この活動で大事にしているのは、「地味だが同じこと

をコツコツと長く続けること。そのために必要なの

は、日本語が好き、教えることが好き、そして情熱

があること。」と明快な答えが返ってきた。 

 

―――これからボランティアをしたい方へのメッセージ 

「少しでも興味をもったことがあれば体験すること。頭

で考えているだけでは絶対ダメ。足を運んで見学し、

自分なりに考えること。まず、行動を！」 

 

(インタビュアー：大西千鶴 ららポート ボランティアコーディネーター) 

 

(50 代) 

生駒市内で、外国人に日本語を教える活動をはじ

めて１５年、｢ネットワークいこま・日本語の会」の

立ち上げから１３年を数える。 

現在週に４日、日本語教室で活動をしているが、

あとの３日でその準備や家族の用事などフル回転の

日々を送る。｢自分の時間と言えるのは、眠っている

ときぐらい｣と笑う。そんな日々でも「しんどい」と

は思わない。充実した毎日に「かえって元気が出る」

という山﨑さんにお話をうかがった。 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * 

子どもの頃は、勉強ができる姉・妹と違い、勉強

は大嫌い、からだを動かすことや遊ぶことが大好き

だった。勉強が嫌いな反面、教えることには興味が

あった。結婚後、“育児に追われるだけの人生で終わ

りたくない”と、時間をやり繰りして中国語やお琴

を習いに出かけ“今は蔵の中に知識を貯めこむ時期。

いつか仕事にいかせればいい”との思いを持ち続けて

いた。そんな中、たまたま夫の仕事の関係で中国の

方と接する機会があり、日本語を教えて欲しいと頼

まれた。このことがきっかけとなり、外国人に日本

語を教えるために日本語教師の資格を取り、活動で

きる場を探して教えるようになった。 

平成８年から本町自治会館で日本語を教えるよう

になったが、その後２年で教室が閉鎖することにな

り、残された生徒が困るからと、平成１０年、当時

のメンバー数人で日本語を教えるボランティア、｢ネ

ットワークいこま・日本語の会｣を立ち上げた。 

日本語を習いに来る生徒さんは、単なるコミュニケ

山﨑 婦美子さん  ららポートにて 

(５０代) 
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登録団体イベント参加者募集 

奈良･在日外国人保護者の会･生駒 
オリニ･ユース サマーキャンプ 

〈日時〉８月２７日(土)正午～２８日(日)午後３時 (１泊

２日) 〈場所〉奈良市青少年野外活動センター 

〈内容〉民族楽器体験・工作・バーベキュー大会など 

〈対象〉在日外国人の子ども(高校生以下)と保護者

(日本国籍･国際結婚含む) 〈参加費〉子ども 2500 円、

保護者5000円 〈申込み〉８月１７日(水)までに金厚子

(キムフジャ)さん TEL/0743-79-1420 

登録団体イベント情報 

子育て支援グループ「かるがもの会」 
かるがもサマーイベント 

〈日時〉８月２０日(土)午後１時３０分～３時の間で自由

参加 〈場所〉生駒市福祉センター フレンドルーム 

〈内容〉親子で遊ぶ歌や手遊び・製作・パネルシアター

など 〈対象〉市内に住む就学前の親子 〈参加費〉無

料・申し込み不要 ※駐車スペースが限られています

ので、なるべく送迎バス(無料)をご利用下さい 

〈問合せ〉会長 石原郁子さん TEL/0743-75-5543 

登録団体メンバー募集 

夢の会 
布の絵本・遊具を一緒に作りませんか 

お子さんや高齢者のために、ひと針、ひと針手縫い

の布絵本・遊具を作っています。布が持つ温かさ・し

なやかさ・優しさを感じながら遊べるよう工夫を凝ら

し、リハビリにも役立てていただいています。人とのつ

ながりを大切にし、お使いいただく方の事を思いなが

ら、布選び、色選びを楽しんで作っています。〈活動

日・場所〉毎週火曜日・ららポート 〈年会費〉1000 円 

〈問合せ〉米田(よねだ)さん TEL/0743-89-0143 

生駒・高山 お茶会と竹あかりの夕べ 
ボランティア募集 

〈活動日〉１０月７日(金)～１０日(月) ※１日でも可。

※活動時間は、日によって異なります 

※詳細は、後日説明会を開催し、説明します 

〈活動場所〉高山竹林園 〈活動内容〉お茶会の準

備、後片付け、お茶券の販売。ろうそくの点灯、交換 

後片付け。竹の造形物の設置、後片付け等。〈募集

締切り〉８月１２日(金) 〈問合せ〉生駒市役所 産業

振興課 TEL/0743-74-1111(内線 323) 
 

ボランティア募集情報 

平成２３年度 学生ボランティアを募集しています！ 
 募集中！ 

 ボランティア
情報 

最初はとても緊張したけれど、ボランティアや施設

職員さんなど皆さんに丁寧に教えていただき、すぐ

に打ち解けることができた。こちらから利用者さん

に積極的に話しかけると、顔がほころび、逆にいろ

いろお話を聞かせてもらい、コミュニケーションは

とても大切だと思った。 

高齢者支援活動を体験した学生の声 

初参加でとても緊張していたが、障がいをもつメン

バーの方が、たくさん話しかけてくれて、自然と打

ち解けることができた。この活動を通じて、障がい

を持った方への対応と健常者への対応というのは、

あまり違わず、お互いに楽しむことが大事だという

ことがわかった。 

知的障がい者との交流体験をした学生の声 

ボランティアの方々は、子どもたちに対して自分の

孫に対するように愛情を注いでおられた。そこから、

小さな子どもたちへの接し方を学ばせてもらった。

実際に、子どもたちとふれ合うと本当に可愛く、ず

っと笑顔でいられたような気がする。 

見守り保育活動を体験した学生の声 

ららポートでは、昨年度に引き続き、今年度もボランティアなど NPO 活動に関心のある学生を対象に、 

活動体験の場を提供しています。将来を担う若い世代が、地域の様々な課題やニーズに関わるボランティア

の活動を知り、市民公益活動への関心を高めるきっかけづくりとなるようサポートしています。活動につい

ては、希望の活動内容を聞き、ららポートに登録する団体と調整します。 

★今年も５名の方が、活動しています。その中から届いた声をお伝えします。 
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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 ５５団体 〔構成人数 １，８６７人〕  （７月１日現在） 

「ボラボー！」で取り上げる人は、

どうやって選ぶんですかとお尋ね

がありました。実は、その時々の担

当者の独断と直感で“今、この人に

聞きたい！”という思いを優先して

います。皆さんそれぞれ活動のきっ

かけも歩んでこられた歴史も様々

で、毎回違った“なるほど”のお話

を伺えるのが楽しみです。〈大〉 

 

編集後記 

制度の概要 

市民一人当たりの支援金の額 

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」が平成 23 年 4 月から動き出しています。 

 

 

１８歳以上の生駒市民（※１）は一定金額の権利（「市民一人当たりの支援金の額」）をもち、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）が交付される制度です。 

 

 

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。本年度は一人当たり７８４円になります。 

個人市民税の合計額の１％相当額 
              ↓ 

77,512,650 円 ÷ 98,828 人 ≒ ７８４円                              
                          ↓ 

６月１日現在の１８歳以上の市民の数 

※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について 

６月１０日（金）・１１日（土）に開催された「ボランティア・ＮＰＯのためのスキルアップ講座 第４回 “プロが 

教える！活動紹介 PR ビデオ作成のコツ”」を受講された９組が、活動紹介 PR ビデオを作成し、現在 KCN

市民放送タウンチャンネル デジタル０２１で放映されています。是非、ご覧ください！ 

■放送時間・・・８：３０～、１１：３０～、１４：３０～、１７：３０～、２０：３０～、２３：３０～、２：３０～、５：３０～ 

ただいま、放映中！！               ・・・・・8/12(金)まで 
KCN 市民放送タウンチャンネル デジタル０２１ 

 

岡 ひとみ 
子育て支援ｸﾞﾙｰﾌﾟ
かるがもの会 

草刈りボランティアの会 
竜田川流域の 

美しい街まもり隊 

市民公益活動団体 
「ほたる」 

生駒の地域医療を 
育てる会 

技術美探求会 
(ＳＴ－Ｌａｂ) 

 社団法人ガールスカウト 
日本連盟奈良県第２２団 

 

ボランティアグループ 
満天星 

ブナっ子クラブ 


