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平成 23 年 7 月 1 日(金)～8 月 12 日(金)までの間、 

25 団体の支援対象登録団体への、市民の皆さんから 

の選択届出を受け付けましたところ、下記のとおりと 

なりました。 

◆届 出 総 数  6,923 人（うち、有効届出数:6,738 人） 

◆届 出 率  7.01% 

◆団体選択者数  6,660 人 

◆基金選択者数及び合計額  78 人、61,152 円 

それぞれの団体の選択届出結果は、生駒市のホームページや、市民活動推進センターららポートで 

ご覧いただけます。 

たくさんの市民の皆さんから、選択の届出をいただきました。ありがとうございました。 

 

 

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 

Tyoume 

平平成成２２３３年年９９月月３３００日日・・隔隔月月発発行行  

ＶＶ００ＬＬ..１１５５  
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  

ボランティア・ＮＰＯ団体の情報など市民公益活動に関する情報を月２回メールで配信します。

配信ご希望の方の登録を募集しています。どうぞ、ご活用ください。 

◆配信内容  ららポート登録団体のイベントやボランティア募集情報 

 ららポート主催事業のご案内 

 ボランティア・ＮＰＯに関する情報など 

◆配信回数 月２回 

◆登録方法 お名前、ご住所、受信を希望されるメールアドレスを明記の上、ららポー 

ト窓口、もしくは、ららポート宛にE-メール( lalaport@city.ikoma.lg.jp )

にてお申し込みください 

※携帯電話のメールアドレスの場合、「city.ikoma.lg.jp」からのメール及び「PCからの一斉メール」

が受信できる設定が必要となります 

※情報メールは、登録されたメールアドレスへ一斉に配信します 

※登録いただいた個人情報は、情報メールの配信にのみ使用し、他の目的に使用しません 

※登録されたメールアドレスへ送信をした後、受信されずに返送されることが２回続いた場合、登録

を削除します 

※市民活動推進センターららポート登録団体ではない団体等からの情報提供は受付けません 

生駒市民が選択する市民活動団体支援制度 

選択届出結果を公表しています！ 

情報メールサービスを始めます！ 

 

 

 

登録 
募集中 

mailto:lalaport@city.ikoma.lg.jp
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ボラボー！  

 

関わることが仕事として出来ることが嬉しかった。 

趣味なら自分の好みで食べ歩ける。だが仕事として

食べるとなると好みは関係ない。一度に２０～３０個

食べる時もある。食べては書き、周囲の期待に応えな

きゃと頑張っているつもりが、逆にストレスとなり体

を壊してしまった。嬉しい笑顔をもたらすはずの大好

きなお菓子を評価しランク付けをする事に矛盾を感じ

た。自分の思いとの違いに悩み、したいことが分から

なくなった時、「お菓子の本当の豊かさとは何だろ

う？」と考えた。「日本のお菓子は世界トップレベルで

豊かさの象徴。それを当たり前のように食べることが

豊かさなのか？いや、そうではない。お菓子が存在す

ることで多くの人が幸せになるような“幸せの連鎖”

みたいなことができたら、もっともっと豊かなものに

なる」と気付いた。 

器＝ひとりひとりの優しい心の豊かさ、今自分が

地球にできることを考え、社会に広めたいと、平成１

８年に任意団体OneDishAid食器リサイクルの会を立

ち上げる。お店の協力を得てお菓子に基金をのせて販

売、福祉や環境などのＮＰＯに寄付することで社会に

還元する“スィーツプロジェクト”、平成２０年から生

駒市と協働で始めた家庭用陶磁器（食器）のリユース・

リサイクル活動“もったいない陶器市”、環境講座の開

催など様々な活動をしている。お菓子から学んだ事と、

代々陶器で生計を立てていた先祖の縁が今の活動に結

び付いた。環境講座で子どもたちに地球温暖化の話を

する時は「一番の原因は人間にあるんだから人間が

変わることが大切。何か一つでも行動を起こしてみ

ようと思うきっかけになってほしい」との思いで話し

ている。東日本大震災支援として始めたハーティエイ

ド運動では東京本部を中心に衛生水を送る支援など行

っている。 

今一番の幸せは“場（機会）をもらえること”。その

度に、期待に添えるようになりたいと努力し、問題を

どうクリアするか知恵を絞り、自分が持ちうる範囲で

行動してみる。行動を通じて仲間・やりがい・繋がり

という“たからもの” を得た。 

*   *   *   *   *   *   * 

｢何か感じたら、思ったら、まず行動を起こそう。

始めの一歩は勇気のいる事だけど、あれこれ思うよ

りまずやってみるべき。だって、その瞬間から人生

が変わる、人生楽しくなってきたぞと思えるから。｣ 

 

(インタビュアー：藤川尚子 ららポート ボランティアコーディネーター) 

「お菓子を食べた時ってとても幸せな気持ちになる

でしょう。私が感じたこの気持ちを他の誰かにおすそわ

けしたいというのが基本なんです」 

*   *   *   *   *   *   * 

特定非営利活動法人日本ワンディッシュエイド協

会、ECO-net 生駒（生駒市環境基本計画推進会議）、

特定非営利活動法人奈良ストップ温暖化の会の活動

や、お菓子に関する企画コーディネートの仕事などを

こなし多忙な日々を送る。 

大阪で生まれ、幼稚園の頃から平群町で育つ。父方

は福井の越前焼の窯元の家系で、田舎の家には立派な

陶器が並んでいた。価値もはっきり分からなかったが、

自分が気にいったものをもらい陶器に愛着を持って育

った。小さなころから人の出入りの多い家で育ち、お

菓子をいただくことも多く、お菓子ありきの子ども時

代だった。体が大きくて周りから頼られる存在。正義

感が強くて「何かあれば友だちを守らなあかん」と思

っていた。父母の背中を見て育ち、自分も何か社会の

ために役に立てる人間になりたい、という思いを自然

に持っていた。 

その後各地を転々としたが結婚を機に大阪に、平成

１１年生駒に移り住む。趣味はお菓子の食べ歩き。気

に入れば店に何度も通い詰めたり、作り手の話をうか

がう。「この幸せな思いを一人占めするのはもったいな

い」と、８年前お菓子とシェフの人物像を紹介する趣

味のサイトをたちあげたら、パティシエブームに乗っ

て大ヒット。月間アクセスが１７０万件をこえる超人

気サイトとなった。姉が経営する企画会社のホームペ

ージの一角にサイトがあるためか、お菓子のデザイン

や、作り手と企業を繋ぐ企画コーディネート、テレビ

のコメンテーターなど仕事のオファーが来るようにな

った。イメージ通りのお菓子が出来たり、企画提案し

たお菓子にまつわるイベントが実施されたりと、実際

にモノとして出来上がっていく喜びを知り、お菓子に

樽
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まさみ たるい 
特定非営利活動法人 

(43) 
副理事長 
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 布絵本・遊具貸し出します！・・・・・・・・『夢の会』より 

貸出し作品例 

的当てゲーム サイコロ 

サンタエプロン 電 話 機 

●貸出し対象：どなたでもお借りいただけます 

●設 置 場 所：生駒市福祉センター１階（生駒市さつき台２－６－１） 

●貸出し時間：火曜～日曜（月曜休館）午前９時～午後５時 

●貸出し方法：福祉センター開館時間に、『貸し出し帱』に貸出日・氏名・連絡先・品名を 

記入後、自由にお持ち帰りいただき、返却の際は、『貸し出し帱』に返却日 

を記入し、元の場所にご返却ください。 

●貸出し期間：４週間以内 

●費   用：無料 

●連 絡 先：夢の会 代表（米田
よ ね だ

）TEL/０７４３－８９－０１４３ 

※汚れたり、部品がなくなっても、

お気になさらずに、お使い下さい 
実物の写真帳もあります！ 

写真帱は、福祉センター・らら
ポート２階｢登録団体情報発信
スペース｣にも置いています。 

 

私たち夢の会は、幼児から高齢者まで楽しめ

る布の絵本・遊具を作っています。      

この活動は、人と人との温かいつながりのお

かげで、２０年続いています。         

布が持つ、肌に近いあたたかさ、しなやかさ、

やさしさを感じていただきながら、ボタン、ホ

ック、ファスナー、マジックテープを付けたり、

はずしたりして遊ぶので、手や指の機能訓練に

もなります。見て、触って、視覚や触覚にうっ

たえるので、集中力や根気も育ちます。                   

これらは、多くの子ども達や高齢者にも利用

していただけるようにと、貸し出しや寄贈もし

ています。どうぞ、お問い合わせください。 

 

 

 
 

私たちも、 

アイデアを思い描き、 

胸を膨らませながら、一針 

一針、心をこめて楽しく 

作っています  

 

 

 

登録団体 
情報 

布の絵本 

「サーカスの本」「どうろパズル」「ふく笑い」「どうぶつスゴロク」「かいじゅうエ

プロン」「絵本クータンのいちにち」「さーかす絵本」「おむすびころりん」「クリス

マス絵本」「できるかな」「あいうえおカード」 他 

【福祉センターで貸し出しています】 

】 

 

 

※その他、【北コミュニティセンター図書館、中央公民館図書室】でご自由にご覧いただけます 

ハンバーガー   
布のパン・トマト・レタス・チーズ等を自由に取り 
替えて遊べます  【児童福祉・養護施設へ寄贈】 

カレンダー 毎日の天気と日付、曜日、月々の絵柄を取り替えることができます 
【特別支援学校へ寄贈】 

 

オセロゲーム 
四文字熟語カード 

リハビリを兼ね、マジックテープで付けはずしを 
して並べます          【高齢者施設へ寄贈】 

 作品
例 
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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 ５７団体 〔構成人数 １，９０７人〕  （９月１日現在） 

近くの学校から運動会の曲が聞
こえてくると、もう秋になった
んだと少し気持ちが焦ります。
何かをしたという実感もなく、
平成２３年のカレンダーも残り
少なくなってしまいました。季
節は秋、知らず日々過ぎてしま
う時間ではなく、実りある時間
を意識して過ごしたいもので
す。〈ふ〉 

 

編集後記 

登録団体イベント情報 

生駒の地域医療を育てる会 主催  
講演会 「地域医療をみんなで学ぼう！」 

◆日時/１１月１０日(木)午後１時～３時 

◆場所/コミュニティセンター４階会議室 

◆内容/前山添村国保直営診療所所長の吉本清信

さんによる、２５年間の地域包括ケア実践に基づく講

演「山添村に学ぶ地域包括ケア」 

◆定員/100名  ◆参加費/無料・申込不要 

◆問合せ/加来(ｶｸ)洋八郎さん TEL/0743-75-3766 

 

 

登録団体イベント情報 

生駒市ボランティア連絡協議会 主催 
いきいきボランティアフェスタ２０１１  東日本大震災 
チャリティーバザー ｢届けよう！優しい気持ち 生駒から」 

◆日時/１０月１５日(土)午前１１時～午後２時３０分 

◆場所/コミュニティセンター文化ホール 

◆内容/バザー（地場野菜、イコマラムネ、高山おかき、乾

物、手作り品、古本･食器ほか）、綿菓子･ポップコーンな

どの飲食コーナー ◆参加費/無料・申込不要 

◆問合せ/長谷川明美さん TEL/090-1158-3993 

(午前１０時～午後４時) 

イベントボランティア募集 

ひまわりの集い 主催 
「生駒山麓公園 バーベキュー大会」 

交流ボランティア募集 

主に知的なハンディキャップがあるメンバーの方

たちとの、外出イベントです。秋空の下、自然の中

で楽しく活動しませんか。 

◆活動日時･場所/１１月６日(日)午前９時１５分 福

祉センターに集合し、生駒山麓公園へ移動。午後５

時解散。◆活動内容/メンバーさんをサポートしなが

ら、わいわいバーベキューや楽しいレクリエーション

を一緒に楽しみ交流  ◆申込み/１１月１日(火)まで

に浦林直子さん TEL/0743-71-0235 

 

 

 

(特活)いこま国際交流協会 主催 
「国際交流の集い わいわいワールド」 

運営ボランティア募集 
子どもを対象に外国人市民との体験学習を通していろん

なことを学び、考えてもらうことが目的のイベントです。

生駒市と(特活)いこま国際交流協会が協働で実施します。 

◆活動日時/１１月１８日(金) 午後１時～５時、１１月
１９日(土) 午前１０時～午後４時 
◆場所/図書会館 ◆活動内容/会場設営、子どもたち
の活動補助、受付など ◆ボランティア活動希望者は準備会

(１０月３１日(月)午前１０時～正午/ららポート)にご参加くだ

さい ◆問合せ/李和子(ｲﾌｧｼﾞｬ)さん TEL・FAX/0743
-78-6491、又は e-mail：info＠ikoryu.net 
 

 

イベントボランティア募集 
 

 

ボランティア
情報 

登録団体イベント情報 

ニットワーク生駒 主催 
講座「介護保険を利用するにはどうすればいいの」 

～介護保険のＱ＆Ａ～ 

◆日時/１１月１２日（土）午前１０時～正午 ◆場所/市民活動

推進センター ららポート ◆内容/介護保険課保健師による 

介護保険制度やサービス利用についての講座 ◆定員/３０名 

◆参加費/無料  ◆申込み/往復はがき・FAX・E メールにて、

参加者の住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号を書いて１１月

５日までに、安藤豊さん (生駒市喜里が丘１丁目１０番５号 

FAX/0743‐75‐3426、e-mail：a.toyo333@kcn.jp) 

 


