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☆ららだよりは生駒市ＨＰでもご覧いただけます！【生駒 ららだより】で検索！

がんばってます！登録団体
市内各所で活動しているららポートの

登録団体をボランティアコーディネー

ターが取材する企画！

生駒市地域ねこ連絡会
「地域ねこ活動」という言葉をご存知ですか？飼い主がいない猫とも地域で共存していこうという取り組みです。繁

殖を抑えるため不妊手術を施し、その際に片耳の先をＶ字カットしてまだ手術していない「のら猫」と区別します。

「市民の皆さんへメッセージ」

★猫を捨てたり虐待することは

犯罪です。

★飼い猫の不妊手術をしてくだ

さい。

★のら猫で困ったら生駒市地域

ねこ連絡会へご連絡ください。

保護猫の里親募集

☆不妊手術実施数 112匹

☆里親が見つかった

子猫の数 43匹

☆マイサポいこまの

支援数 1163人

昨年の実績

日時:8/2(金)14時～16時

場所:ららポート研修室

内容:猫を知ろう！

飼い方･遊び方･病気

のことなど色々・・・

夏休み親子セミナー
知ってるようで知らない猫あるある

どんな活動しているの？？？？

手伝ってください！ ～あなたにできることがこんなにあります～

検査・治
療の為の
病院への
送迎

資金支援
寄付

※ﾌﾘﾏへの品物
提供や購入

のら猫対応
に関する
啓発

子猫預かり
※里親が見つか

るまでの
１～3ヶ月

家の前に
里親募集の
ﾁﾗｼを貼る

地域ねこへ
お庭で
エサやり

捕獲作業を
一緒に！

子猫たちの
里親になる

団体の方に聞いてみました？
「不幸な猫を増やさない」

そんな想いで活動している会員数23人の団体です。

生まれたての子猫がカラスから襲撃されていたり、交通

事故にあった子猫を保護したことなどがきっかけで、活

動に入られた会員もいます。

不妊手術をすると、猫の性格が穏やかになり、ケンカ

や庭を荒らすことも減り、近隣トラブルも減ります。

「こんな街にしたいです」

★地域ねこ活動が理解されて、

住民の皆様と協力し合える街

★猫が安心して日向ぼっこして

いるやさしい街

インタビュー：池邨 陽子（ボランティアコーディネーター）

ららだより

各地域への啓発活動

：のら猫の捕獲

：不妊手術実施

：元の場所へ

TNR活動

リターン

R e t u r n

ニューター

N e u t e r

トラップ

T r a p

ボランティアがもっと好きになる

地域ねこ活動の流れ

＜猫が大好きなメンバーです＞

＜私たちの家族になって～＞

☆病院で血液検査などをして健康チェック。

☆子猫たちを人に馴らします。

☆ホームページや里親募集サイト、チラシなどで、

飼い主となってくれる人を探します。

自治会や学校で「命ある

ものを守る地域ねこ活動

を説明し、理解と協力を

求めます。

」
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私の応援の形～マイサポいこま～
生駒には、ボランティア団体がたくさんあります。それぞれ

「こんな街になったらいいな」という想いで、様々な活動をし

ています。

マイサポいこま冊子を是非、ご覧ください。あなたが応援し

たい事業はどれでしょう？「ええこと、してはるな～」「この

イベントに参加してみたいな」ピーンときた事業はありました

か？

生駒の街をよくするために、あなたの応援が必要なんです！

今年度のエントリーは15団体

マイサポ団体および事

業の詳細については、

マイサポいこま紹介冊

子またはホームページ

をご覧ください。

生駒の社会課題を解決する為の事業を私たちが応援したら、

大きな力となり、もっと生駒はよい街になるはず！

あつまれ！
子どもたち

子どもの健全育成
プログラム

高齢者や
障がい者に
寄り添う

福祉の増進を図る
プログラム

住み良い
生駒のために

環境保全プログラム

家族そろっ
て文化に親
しもう～

芸術･ｽﾎﾟｰﾂの振興を
図るプログラム

①ちょこっと囲碁

～5才から無料体験～

②生駒市スカウト

フェスティバル

(スカウトとあそぼう！)

④ハロハロ☆

デティクラブ

⑥ハンディキャップ

を持つ子どもの為の

ワークショップ

⑨うり坊クラブ

ほとんど遊び学校

生駒山が学び場

あつまれ小学生

⑬たわわ

[子ども・居場所]食堂

⑮小・中学生

～やろうよ！

ソフトテニス～

③トーク&ライブ

ひだまりクローバー

２０１９

⑧植物を使った

癒しの園芸活動

⑩高齢者の心の声を聴く

～その人らしさに

うなづきを！

⑦ホタルの飛ぶ環境と

憩いの場の創造

⑫地域の清掃

(ごみ拾い)活動

及び除草活動

⑭家計簿記帳から

始めるエコ生活

家事と家計のﾚｯｽﾝﾙｰﾑ

⑤小さな舞台から

大きな舞台まで、

みんなに届ける

本格的な演劇

⑪生駒武術フェスタ

～みんなの生駒武術武道が協力！

初めての方から上級者まで

楽しめます

囲碁のまち生駒
プロジェクト 生駒市スカウト協議会

いこま国際交流協会
ﾊﾛﾊﾛ☆ﾃﾞﾃｨｸﾗﾌﾞ実行委員会

アトリエくじらのクー (特活)いこま山の子会 たわわ食堂
生駒ジュニア

ソフトテニスクラブ

生駒精神障がい者後援会
ひだまりクローバー いこまグリーンフレンド

傾聴ボランティア
ほほえみがえし「生駒」

市民公益活動団体
「ほたる」

竜田川流域の美しい街
まもり隊 奈良友の会生駒方面

生駒市民劇団シアター生駒 ニューヨークカンフー

自分に合った応援の仕方を見つけよう！

「マイサポいこまの紹介冊子」

※6月15日号広報いこまちと一緒に全

戸配布されます。

見つける
冊子を見て、応援したい事業や
団体を見つけます。

生駒市に届け出る
冊子についている用紙や
生駒市ＨＰから届け出が
できます。

団体に支援金が届く
届出者数に応じて生駒市から
団体に活動資金が支援されます

1

2

3

参加するという応援方法
興味を持ったものがあれば、

参加してみるのもおすすめ。

時間がある方は、ボランティ

アとして活動するのも大歓迎

です。冊子に開催予定日が載

っているものもありますよ。

その他にも
事業には参加する以外にも、生駒のボランテ

ィアの力になることはたくさんあります。

協力したいと思ったら、ららポートにご相談

ください。

国の統計では「ボランティアはしたいけど、様々な理

由(時間がないなど)でできない人はとても多い」とさ

れています。

この冊子はそんなあなたにピッタリ！

たった1分で、ボランティアを応援するボランティア

活動ができます。

応援するボランティアを届出

物資や資金の寄付 チラシを配るお手伝い

生
駒
市

Ｎ
Ｐ
Ｏ

※「マイサポいこま」は、応援したい市民ボランティア団体を

選んで《届出》するだけで、生駒市からその団体へ支援金が交

付される制度です。

なにはとも
あれ・・



【ちょこっと囲碁～5歳から無料体験】

簡単なルールですぐに対戦ができる、初心者向けのミニ

囲碁体験。

第1土曜日 生駒市図書会館 9時30分～

鹿の台 13時～

第2第3水曜日 せせらぎ 15時～17時

第4土曜日 ららポート 12時～14時30分

第2第3土曜日 ISTAはばたき 9時30分～11時30分

定員/15名 参加費/無料 ※事前に連絡してください。

申込み･問合せ/囲碁のまち生駒プロジェクト

TEL：090-9994-7671（辻内さん）

－４－

編集後記

●ららポート登録団体９０団体 （６月１日現在）

〒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
Ｔwitterｱｶｳﾝﾄ ：＠Ikoma_lalakatsu

開館日時 月曜日～土曜日 9時～19時30分
（但し、17時以降の使用のない場合は17時に閉館）
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
※赤ちゃんの駅
※公共交通機関でお越し下さい

マイサポいこまの季節となりま
した。どの事業を応援しようかな

と選ぶ視点は何でしょう？人それ

ぞれ選び方が違うのもいいですね。

また、ららポートでは、自治会

サロンや学童保育などへ登録団体

プログラムの紹介をしています。

音楽、ゲーム、体験、講座など、

いろいろなプログラムがあります

ので、ご相談ください。（い）

【おもちゃ病院】

壊れたおもちゃをおもちゃドクターが修理します。

日・時間/6月20日･7月18日･8月15日（木）10時～14時

場所/ららポート

費用/原則無料

申込み/不要

問合せ/健やか交流塾おもちゃ病院 生駒病院

TEL：090-7873-4765（宮田さん）

【講演会｢気候変動への挑戦｣

～動き出した世界と日本～】

現在に至るまでの気候変動の現状、国の地球温暖化対策の

概要、国民運動クールチョイス、適応に関する取り組みにつ

いての講演会です。

日・時間/6月23日（日）13時30分～16時30分

場所/北コミュニティセンターISTAはばたき（上町）

講師/和田邦裕さん（環境省 近畿地方環境事務所）

参加費/無料 定員/40名（抽選制）6/20締切

申込み･問合せ/（一社）市民エネルギー生駒

TEL：78-6855（山名さん）19時～24時

E-mail：simin-e@kcn.jp

【たわわ食堂】

月に１回、温かい気持ちのおすそわけで、
お腹と心を満たし合う、奈良の地域食堂です。

日・時間/6月30日（日）10時30分人権文化センター集合

場所/五反原の里（小平尾町）持ち物/飲み物、舞食器

日・時間/ 7月28日･8月25日（日）13時～16時30分

場所/たけまるホール（北新町）持ち物/エプロン、三角巾

参加費/大人300円、子ども無料（申込制）

申込み･問合せ/たわわ食堂
TEL：080-1450-2788（溝口さん）
E-mail：heylani311@gmail.com

【第2回 わいわいナースカフェ】

看護師のつながりを作る会。悩みごと相談や、これからの

働き方など情報交換をして、みんなで楽しく過ごしましょう。

日・時間/6月29日（土）14時～16時

場所/ららポート

参加費/300円 ※託児あり

定員/30名（申込順）

申込み･問合せ/キャンナス生駒

TEL：090-8366-3930

E-mail：cannusikoma@gmail.com

※フェイスブックページからも申込めます。

フェイスブックページはこちら

【ハンディキャップを持つ子どもの為の

ワ―ククショップと作品展】

「お花畑の動物ブランコ」造形ワークショップを開催。

日・時間/8月10日（土）･18日（日） 10時～15時

※作品展の開催は8月10日～25日

場所/花のまちづくりセンターふろーらむ（真弓）

参加費/500円（材料費）

定員/30名（申込順）

申込み・問合せ/アトリエくじらのクー

TEL/FAX：0743-20-5987（大坂さん）9時～20時
E-mail：oosakamie2000@yahoo.co.jp

【発達障がい当事者の講演会

「思の他 自然な感じ」】

広島県福山市の大人の発達凸凹自助グループ「ついんく

る」代表「よつばと」さんによる紙芝居プレゼンテーション

による講演会を開催。終了後交流会もあります（自由参加）。

日・時間/6月29日(土）13～15時30分
場所/たけまるホール（北新町） 定員/30名（申込順）
参加費/1000円（中学生以下､障害者手帳お持ちの人無料）
申込み･問合せ/nara成人発達障害自助会ペパーミント

TEL ：090-9618-5827（三田さん）
FAX : 0743-78-4052
E-mail：ada215na@kcn.jp

20時30分
～22時

～ららポートからのお知らせ～

ららポートには、現在90団体の公益活動団体が登録して

います。生駒市のホームページに、各団体の活動を写真付き

でわかりやすくご紹介しています。

どうぞご覧ください！

ららポート登録団体

ボランティア

募集中！

フェイスブックページはこちら

※部品代等の実費が必要になることがあります

登録団体のページはこちら


