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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２２４４年年３３月月３３００日日・・隔隔月月発発行行  

ＶＶ００ＬＬ..１１８８  
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  

平成２４年度 生駒市民が選択する市民活動団体支援制度 

  支援対象登録団体を募集 
 

 

 

募集中！ 

「生駒市民が選択する市民活動団体支援制度」は、市民活動団体が行う事業に対して、 

市民の方々が応援したいと思う事業を選んで届出し、その届出数を考慮して、市民活動 

団体への支援金を市から交付する制度です。平成 24 年度も市民の方々が選択する市民 

活動団体を募集します。 

◎対象＝環境、文化、福祉など社会貢献のための活動を自主的に非営利で行う団体が実施 

する事業。団体や事業について、それぞれ要件があります。 

◎募集期間＝４月２日（月）～ ４月２７日（金） （平成 24 年度分の募集は、この間のみです） 

◎申し込み＝申請書に必要事項を記入して、直接、市民活動推進センターららポート（元町 

１丁目７－６、TEL７５－６０００）もしくは市民活動推進課（生駒市役所４階）へ 

提出してください。 

郵送の場合は市民活動推進課（〒630-0288、東新町８－３８）へお送りください。 

◎申請書は市民活動推進課、市民活動推進センターららポートで配布するほか、市ホームペ

ージでもダウンロードできます。 

◎詳しくは市ホームページに掲載している募集要項をご覧ください。 

     http://www.city.ikoma.lg.jp/kashitsu/01400/11/01.html 

市民活動推進センターららポートでは、「生駒市民が 

選択する市民活動団体支援制度」の支援対象登録団体へ 

の応募に必要な書類作成の相談をお受けしています。 

事業企画書や予算書の記入方法、予算の算出方法など、

計画されている内容を伺いながら、書類の作成をサポー 

トします。お気軽に、お問合せください。 

 

☆１回につき１時間 

☆場所：市民活動推進センターららポート 

☆開催期間：４月２７日（金）まで 

☆相談は、市民活動推進センターららポート職員が 

お受けします。 

☆相談内容への助言は、審査会及び市民の選択の結 

果を約束するものではありません。 

   

申請書類の作成のご相談 受付中！ 

●相談がスムーズに進むために――― 

・ららポートへ、来館されての相談となります。 

・事前に、時間の予約をお願いします。 

・当日までに募集要項を確認し、可能な限り記入

した書類をお持ちください。 

        ―――よろしくお願いします。 
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「しんどいだけでは、もったいない。もっと子育てを

楽しんでほしいんです」 

就園前までの子育て中の 

親子が自由に集い、楽しん 

でもらえる場「かるがもの 

おへや」を市内 3 ヶ所で定 

期的に開催している「かる 

がもの会」。3 月まで一年 

間、代表を務めた。季節の 

行事、歌や手遊び、絵本の 

読み聞かせなどのプログラ 

ムを提供し、遊びに来た親 

子どうしが情報交換をし、 

育児不安を吹き飛ばして、 

楽しく子育てをしてもらうことが目的だ。 

平成 23 年度は、「生駒市民が選択する市民活動団

体支援制度」による支援金を利用し、「かるがも子育て

情報」の改訂版制作にも取り組んだ。病院や保育園、

市主催の子育て支援事業、おはなし会や地域の文庫、

悩み事を相談できる機関、公園マップなど、子育てに

関する市内の情報が一まとめになったものだ。 

平成 9 年に開催された生駒市社会福祉協議会主催

の「子育てアドバイザー養成講座」修了生で会を発足。

石原さんは、「子育てが一段落したので」と翌年講座

を受講して参加した 2 期生。平成 12 年、生駒市コミ

ュニティセンターで定期的に「かるがものおへや」を

始めた頃、保護者から、「子育てに必要な市内の情報

って、バラバラに発信されていて、いざというとき探

すのが不便」という声を聞いた。「それなら」と、か

るがもの会で、ひとまとめで見られるものを作ろうと決

めた。 

盛り込む内容を話し合い、手分けして確認作業にあ

たった。公園マップ作りには、メンバーが市内各校区

に散らばって住んでいることを生かし、それぞれの地

域の公園を担当し、実際に足を運び調査した。市に公

園の一覧をもらい照らし合わせると、正式名称ではな

く愛称で呼ばれていたり、「あのスーパーの横の」と、

目印を元に呼ばれていたりすることがわかり、愛称や

目印も表示した。「春は桜がきれいよ、お弁当持って

お花見に行けるね」出かけるきっかけにと、植物の見

どころも掲載。草が伸び放題で子どもがいない公園

や、遊具が大きい子向けで、小さい子どもが遊ぶには

ちょっと危ないかな、という公園もあり、マップには

安心して遊べる公園だけを載せた。どろんこ遊びをし

たら、水道が必要、トイレやベンチは？と公園の設備

もチェックした。 
 

出来上がった情報誌は、かるがものおへやなどで配

布。その後も頃合を見て改訂し発行してきた。そのた

び、メンバーで内容を見直し、見やすい工夫を考え、

また一から手分けして確認作業だ。ベビーカーを担が

なくても行けるスロープのある公園だけをピックアッ

プしたり、写真も追加した。新しい住宅地ができ、子

育て世代が引っ越してきて、地域の雰囲気がガラッと

変わっていて驚いたこともある。世代が変わると、公

園の使い方も変わると実感した。そして、4 回目の発

行となる今回は、「会の活動をもっと大々的に宣伝しよ

う」とかるがものおへやの宣伝にもページを割いた。 

かるがもの会は、メンバー全員が動くのがモットー。

でも決して無理はせず、動ける人が動ける時に動く。

そのかわり、いったん引き受けたら責任を持ってやり遂

げる。会の代表も持ち回りで担当する。 

 石原さん自身は 3 児の母。夫の転勤で移り住んだ徳

島で子育てをした。実家も遠く、知り合いもいない土

地だったが、周りの人にずいぶん助けてもらった。次

男を病院に連れて行かないといけないとき、近所の人

が長男の遠足のお弁当を作ってくれた。「あかんときは

あかん」と声を上げれば、誰か助けてくれるひとがいる、

そして、いつか助ける側の立場になれたらなと、その時

思った。 

 子育ては、いつも順風ではないと思う。ぜひ、かる

がものおへやに来て、おしゃべりして、ストレス解消

してほしい。「しんどいのは、うちだけちゃうんやな。大

丈夫」ってほっとしてほしい。 

インタビュアー：小野文代（ららポート ボランティアコーディネーター） 

*    *    *    *    *    *    * 

【写真右】 

「かるがも子育て情報」は、 

かるがものおへや、みっき 

ランド、子どもサポートセ 

ンターゆう、市役所健康課 

などで配布しています。 

いくこ いしはら 

ボラボー！  
(59 歳) 

かるがものおへや 開催日時 

・中地区(ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ)  第 2･４火曜日 

・北地区(北ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ) 第 2･４木曜日 

・南地区(南ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ) 第 2･４金曜日 

※時間はいずれも 10 時～11 時 30 分 

※費用は無料、申込み不要 

 

子育て支援グループ 
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  ｢相談事業｣のご報告  （平成２３年４月～平成２４年２月末） 
 ご報告 

 

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ調整依頼     １３件 

活動ボランティア  のべ ４６名 と １０グループ 
活動日数       のべ ２４日 

子どもや高齢者を対象としたレクリエーション活動を通
じて、地域コミュニティづくりをサポートしています。 

高齢者施設での季節行事や自治会サロンの開催時、趣

味や特技をいかしてレクリエーションによるボランテ

ィア活動を行う公益活動団体や、個人登録ボランティ

アのマッチング、コーディネートをしています。 

その他のボランティア調整依頼       ３件 

障がい者の外出支援やパソコン入力支援、市内公共
施設でのプログラム支援などのボランティア調整依
頼がありました。 

 

見守り保育ボランティア調整依頼     ３４件 

活動ボランティア    のべ １１３名 
活動日数         のべ  ３１日 

地域による子育て支援の一環として、小さな子どもを
もつ保護者の社会参加の支援活動をサポートしていま
す。 

市内幼稚園 PTA や公益活動団体などが、講習会や講座

などを実施する際、見守り保育ボランティアのマッチ

ングやコーディネートをしています。 

施設ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに関わるﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ調整依頼    １３件 

高齢者や障がい者を地域住民で支え合い、助け合うや

さしいまちづくりの推進をサポートしています。 

高齢者施設での季節行事や、障がい者施設での利用者

との交流サポートボランティアの調整をしています。

高齢者や障がい者が、地域で自立した生活を送れるよ

う支援することに関心がある登録団体や、個人登録ボ

ランティアへの活動紹介から実施までサポートして

います。 

「学生ボランティア」事業 

活動人数      ８人 

のべ活動日数  １４日 

活動分野     国際交流・障がい者支援・環境保全・

子育て支援など 

将来を担う若い世代の、地域コミュニティへの関心を高

め、市民の様々な活動に参加するきっかけづくりをサポー

トしています。 

ＮＰＯ活動に関心のある学生を対象に、地域の様々な

課題やニーズに対して多くのボランティアが関わり支

え合っている現状を知り、活動への関心を高める機会

として、体験参加を調整しています。 

 

支援制度に関する相談         １８団体 

「生駒市民が選択する市民活動団体支援制度」の支援

対象登録団体への応募に必要な書類作成の相談を行

いました。 

団体の活動を事業計画書の形に整え、活動にそった

予算書を作るサポートです。 

 

実施回数  １８団体 のべ ２３コマ 
 

※ららポートでは、他の補助金や助成金の申請に向け

た書類作成の相談も随時行っています。 

お気軽にお問合せください。 

 

登録団体情報発信支援 

参加事業 

「環境フェスティバル」   ８団体ブース・パネル展示 

「福祉と健康のつどい」 １０団体ブース展示 

「防災市民セミナー」    １団体パネル展示 

市が主催する事業開催時に事業目的に関連した分野の

団体が展示を行い、市民に向けて活動を紹介しました。

 

登録団体との協働事業 

ららポート交流事業「らら♪まつり」の実施 

平成２４年２月２５日 生駒市コミュニティセンター 

参加団体  ５６団体、 参加人数  ７００名 

登録団体が一堂に会し「広く市民へ公益活動をアピー

ルし、団体間の相互理解をはかる」ことを目的として

実施。登録団体有志からなる運営委員会を立ち上げ、

企画・運営を協働で行いました。 

＊    ＊    ＊    ＊    ＊    ＊    ＊    ＊    ＊    ＊    ＊    ＊    ＊    ＊ 

いこま寿大学学生委員会社会貢献部会との連携 

会議に参加し、ボランティア活動に関する情報の提供

と意見交換を行いました。 
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 ひまわりの集い × 「いこま宝の里」 

 

 
 

社会福祉法人いこま福祉会 かざぐるま 
さをり織りの布で服や Bag を縫ってくださるボランティア募集 

◆日時/月～金の１０時～１６時の内、都合の良い時

◆場所/かざぐるま施設内(生駒市壱分町)または、材  

料を持ち帰り自宅での作業も可 

◆内容/障がいのある人たちによる手織りの布を、ミシ

ンで縫って服やBag等の製品にする作業(家庭用ミシ

ンで出来る程度)をしてくださる方を募集 

◆問合せ/ららポートへTEL：0743-75-6000 

 
 

１月の「宝の里」のららミーティングに「ひまわりの集い」の浦林代表が参加し、「作る時も、持ち帰って

からも楽しんでもらえるプログラム」を相談。宝の里メンバーがアイデアを出し合い、自然の素材を楽しめる

今回の額縁作りを行うことになった。材料は、宝の里メンバーが活動時に集めた木の枝やどんぐり、南天など

で２０種類以上を用意し、フレームも段ボールで手作りした。 

当日は、宝の里の磯貝代表から団体の紹介やメンバーの自己紹介があり、参加者は配られた額縁に思い思い

に小枝や木の実をボンドで貼り付ける作業を楽しんだ。その後、手作りのコリントゲームや、 

オナモミを使ったダーツゲームも楽しんだ。 

宝の里メンバーは、仕上がった額縁を見て、「それぞれ個性的で面白いものが 

できた。楽しんでもらえて嬉しい」、浦林代表も「ららポートの登録団体のつな 

がりで、今回一緒にプログラムができた。参加者が家に額縁を持ち帰り、今日の 

話をしながら、集合写真を飾ってもらうのが楽しみ」と、笑顔で話された。 

 

■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 ５８団体 〔構成人数 １，９５０人〕  （３月１日現在） 

今年はいつまでも北風が冷たか
ったですが、ようやく春が来ま
したね。新しい年度も始まり、
新生活をスタートさせた方もた
くさんいらっしゃることと思い
ます。「生駒市民が選択する市民
活動団体支援制度」も 2 年目を
迎えます。昨年よりもさらに多
くの市民の皆さんにご参加いた
だくよう、スタッフ一同がんば
ります<小〉 

編集後記 

ボランティア募集情報 

生駒市デイサービスセンター長楽 
デイサービス利用の高齢者との交流ボランティア募集 

◆日時/月・水・木曜日の１３時３０分～１６時（時間は

相談に応じます） ◆場所/生駒市デイサービスセンタ

ー長楽（生駒市高山町） ◆内容/デイサービス利用の

高齢者のみなさんと一緒に、簡単な小物作り、園芸作

業の補助など ◆活動条件/交通費(上限あり) 

◆問合せ/生駒市デイサービスセンター長楽 小林さ

ん TEL：0743-78-6210 

ボランティア募集情報 

登録団体
情報 

 

グリーンボランティア 

登録団体イベント情報 

 (特活)いこま国際交流協会 主催 
ikoryu ワールドカフェ「体験！発見！韓国文化をご一緒に！」 

◆日時/５月２６日(土)１０時～１４時 

◆場所/ららポート２階 交流スペース 

◆内容/１部：韓国文化体験ワークショップ １０時～

１１時３０分、ミニ講座「はじめての韓国語」 １１時

３０分～１２時、２部：交流タイム１２時～１４時（韓

国伝統茶、コーヒー他、喫茶の実費提供） 

◆定員/１部：先着３６名、２部：自由参加 ◆申込み/

不要 ◆問合せ/ｅ－ｍａｉｌ：entry@ikoryu.net 
 

   

 

 
 

 

 
 

いこま棚田クラブ 主催 
西畑町で「菜の花まつり」 

◆日時/４月１５日(日)１１時～１４時 

◆場所/西畑町の棚田一帯 雨天決行 

◆内容/菜の花鑑賞、オカリナやハーモニカ演奏、地

元産物の販売、菜の花の油を使ったてんぷら試食、

ミニとんど、棚田散策など 

◆申込み/不要  ◆参加費/無料 

◆問合せ/いこま棚田クラブ・新居延之さん  

TEL:0743-75-4486 
 

登録団体イベント募集 
 ボランティア

情報 

知的ハンディキャップをもつメンバーの外出イベントやサロンを企画運営する「ひまわりの集い」が、 

「ひまわりまつり」のプログラムにクラフト作りを企画し、街なかのみどりをまもろうと活動する 

グリーンボランティア「宝の里」が協力、参加しました。 

２月１２日、生駒市福祉センターでの「ひまわりまつり」で、ららポート登録団体のコラボレーションが実現！ 


