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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！ 

参加募集 
マイサポいこま シンポジウム 
 
      『応援したくなる』NPOをめざして 
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日時：7月18日（土） 
   13：30～16：00（開場13：00） 
会場：コミュニティセンター文化ホール 
参加費：無料 
申込み：不要 
託児・手話通訳・要約筆記：7月8日までに申込み    
問合せ：生駒市市民活動推進センター 
    ららポート 

１３：３０～ 開演 主催者あいさつ 
１３：４０～ 基調講演 
       NPO法人ノーベル 
       代表 高 亜希さん 
       「寄付で支える病児保育支援」  
       ～ひとりおかんっ子 
           応援団プロジェクト～ 
１４：４０～ 平成27年度マイサポ団体による 
       リレー宣言 
       「私たちがめざす社会」 
１５：２０～ 市民活動団体支援制度審査委員会 
       によるリレーメッセージ 
       市民が市民を支える仕組み 
       「マイサポいこま」 
１６：００  終演 
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「寄付で支える病児保育支援」 

～ひとりおかんっ子応援団プロジェクト～ 
「Googleインパクトチャレンジみんなのグランプリ賞」受賞団体。 
 寄付制度でNPO活動を継続していく様々な仕組みをお話いただ 
 きます。 

関西学院大学卒業後、JTB・リクルートに勤務。子育てを理由に退職する同僚から、子育てと仕事

の両立の難しさ、病児保育問題を知る。病児保育の先駆けであるNPO法人フローレンスで修業

後、NPO法人ノーベルを立ち上げ、平成22年から関西初の共済型・地域密着型病児保育事業を

開始。「子どもを産んでもあたり前に働き続けられる社会」をめざし、活動を進めている。 

日本病児保育協会理事。 

困っている人を直接サポートするのは難しい。 
だったら、サポートしている団体を応援しよう！ 
そこにあるのは、 
「市民の支えるNPO活動」 
という新しい社会の仕組みです。 
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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） 

  生駒市シニア劇団らくらく演劇塾  

     代表 杉本 進さん （７２歳） にお聞きしました                    
すぎもと  すすむ 

  杉本さんは２０歳ごろから大阪で演劇の活動

を始め、５０年あまり経つ。当初は仕事をしな

がら夜に演劇をしていた。 

 平成１０年、住んでいる生駒に演劇文化を定

着させたい、街を元気にしたいという思いから

演出家や生駒市在住の演劇者と共に「生駒市民

劇団シアター生駒」を立ち上げた。 

 その５年後、仕事をリタイアし昼間に活動が

できるようになると、地域にもっと根付いた活

動をしたい、そのために人を育てていきたいと

講座を企画し、平成１７年５月北コミュニティ

センターISTAはばたきで｢らくらく演劇講座｣

を開催した。シニアや主婦層の受講生に約半年

間をかけて基本的な発声から指導。平成１８年

３月、「学んだことを生かして今後も活動を続

けていきたい」と、講座終了後１３名が「生駒

市シニア劇団らくらく演劇塾」を立ち上げ、杉

本さんも指導を続けることとなった。 

 平成２１年からは施設、地域や高齢者などの

集まりに出かけて行って演劇をする「でまえ公

演」を始め、劇場へ行かなくても地域で演劇を

観る機会を提供する活動を始めた。また様々な

人に興味や関心を持ってもらおうと演劇の発声

練習や芝居体験をする演劇ワークショップも行

っている。ホールで開催する定期公演は毎年行

っていて、平成２７年３月に１０周年記念公演

を開いた。 

  

 「演劇はチームワークが何より大切」という

杉本さん。たくさんの人が力を合わせて作品を

作り上げるさまは音楽でいうアンサンブルのよ

うなもので主役だけでは決して成り立たない。

杉本さんは現在は演じるよりもタクトを振るよ

うに組織の運営やプロデュースを担っている。 

 また、作品を通して人や社会に何を発信する

のか、メッセージをどう伝えるかを大切に考え

ている。今一番伝えたいメッセージは「絆」。

人間関係が希薄になりつつあるこの時代、人と

して大切だと考える「愛」や「生きること」を

メッセージとして届けたい。 

 

 これからの演劇は自分たちの住んでいる地域

の中で身近に観ることができ、演じ手も地域に

いるということが大切。その場でお互いの反応

を直に感じ、交流することこそが演劇の原点だ

と杉本さんは考える。そして発信したメッセー

ジを受け取った人が感動し、次に発信する側に

なり、人が、地域が繋がる仕掛けを作っていき

たい。だから地域で身近に交流ができる「でま

え公演」という機会を大切にしていきたいと話

す。 

  

 シニアになって自分の趣味だけで余生を送る

のではあまりにもったいない。今からの人生を

再チャレンジの場と考え、何でもいい、新しい

チャレンジを始めよう。どんなことでも一生懸

命取り組めば、それはきっと生きがいになる。 

  

 奈良県はＨ２９年の国民文化祭開催県に決ま

った。文化・歴史の始まりの地である古都奈良

から、奈良の文化・芸術を全国に発信する大き

な行事で、生駒で活動する団体としてその一翼

を担いたいと、楽しそうに話す杉本さん。私に

とって演劇とは特別なものであったが、お話を

うかがってとても身近に感じた。 

「芸術する心！この歳にして得られる思わぬ自分発見を！」をキャッチコピーにシニアや主婦が集ま

り、地域で身近に演劇を楽しむ機会を提供する活動を続ける「生駒市シニア劇団らくらく演劇塾」。

今回は代表の杉本さんにお話をうかがった。 

「これからも文化活動でまちを盛り上
げていきたい」と話す杉本さん 
             （ららポートにて） 

１０周年記念公演のリーフレット 
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ご報告 平成２６年度 相談事業のご報告 

ボランティア活動相談 

ららポートでは、ボランティアなどＮＰＯ活動を行いたい人や団体と、活動を受けたい人や
団体をつなぎ、活動に向けての調整を行っています。「ボランティアしてみたいな」「何か
できることあるかな？」という皆さん、ららポートにご相談ください。 

【見守り保育ボランティア調整】 ３３件 
地域の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。     活動ボランティア   のべ６３名 
                活 動 日 数     のべ２０日 

【単発・期間限定の活動をおこなうボランティア調整】 ９７件 
施設、ＮＰＯなど市内で実施されるプログラムのサポート活動を通じて、地域コミュニティ
づくりやボランティアなどＮＰＯ活動が活発になるためサポートしています。 
                活動ボランティア     のべ１０９名と５グループ 
                活 動 日 数     のべ７８日  

 【継続的な活動をおこなうボランティア調整】 ２３件 

高齢者や障がい者の施設、ＮＰＯなどに継続的に関わり活動することで、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。 
                 活動ボランティア   のべ６名と１グループ 

【その他】 １件 

マイサポいこまに関する相談 「学生ボランティア」事業 

登録団体情報発信支援 

登録団体との協働事業 

いこま寿大学実務講習会ボランティア実習 

「マイサポいこま（生駒市民が選択する市民
活動団体支援制度）」の申請や実績報告に必
要な書類作成の相談を行いました。 

相談数 ３５団体   のべ１４５件 

＊ららポートでは、他の補助金や助成金の情
報提供や申請に向けた書類作成の相談も行っ
ています。お気軽にお問合せください。 

登録人数 １３人  活動日数 のべ３７日 
     活動分野  国際交流・高齢者支援 
               障がい者支援・環境保全 など 

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あっている現状を知り、
活動への関心を高め、様々な活動に参加する
きっかけ作りの機会として活動調整をしてい
ます。 

ららポート交流事業 
          「第６回 らら♪まつり」の実施 
             平成２７年２月１４日  
             生駒市コミュニティセンター 
参加団体 ６２団体   参加人数 ８００名 

登録団体が一堂に会し「広く市民へ団体の公
益活動をアピールし、団体間の相互理解を図
る」ことを目的として実施しました。２５年
度に引き続き「災害とボランティア～私たち
にできること～」を共通テーマにボランティ
アの視点からどのような活動が可能かを考え
「災害とボランティア」コーナーで団体の展
示と災害備蓄米の試食配布をしました。 

参加事業 
        「環境フェスティバル」    ４団体 
     「福祉と健康のつどい」    ７団体 
市が主催する事業開催時に、事業目的に関連
した分野の団体がブース・パネル展示で活動
の紹介をしました。 

活動日数  のべ１２日 

いこま寿大学の学生を対象とした実務講習会
「ボランティア実習」として２回の講座と実
習の企画運営を担当しました。実習では登録
団体の活動に参加するサポートをしました。 

ご報告 
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 《編集後記》 

【いこママまるしぇ】 

 

ママ向け商品やサービスの出展ブースとキッズス

ペースの設置。ママライフに新しい発見や交流で

生きがいを支援します。遊びに来てください。 

 

日時/６月１８日（木）、７月１６日（木） 

  1０時30分～1４時30分 

場所/ベルテラス生駒 ベルステージ  

 ＊雨天の場合はららポートにて見本市を行います 

問合せ/マムライト奈良生駒 

 TEL：090-8525-0637（佐村さん） 

 ＨＰ：http://ikomama.jimdo.com/ 

【こわれたおもちゃを修理する 

           おもちゃの病院】 

 

持って来ていただいたこわれたおもちゃをおも

ちゃドクターが修理します。 

 

日時/６月１８日（木）、７月１６日（木） 

  受付は１０時～１５時 

場所/ららポート 3階  

費用/原則無料 

（部品代等の実費が必要になることがあります） 

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） 

お知らせ 

■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 

  生駒市公式Ｔwitterｱｶｳﾝﾄ ：＠Ikoma_lalakatsu 

  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 ６３団体   （５月１日現在） 

生駒市民(※)が、自分で支援したい市民活動団体の事業を選び、その団体事業に支援金が交付される 

「マイサポいこま（生駒市民が選択する市民活動団体支援制度）」 

   

  

 

   

 

 

 

 

あなたが支援したい事業を見つけよう! 
 
 

「マイサポいこま（生駒市民が選択する市民活動団体支援制度）」 

5月の連休、四国の山を歩い

てきました。ふだん見る生駒

山とはまた違う、こんもりと

ブロッコリーのような緑の濃

さでした。木々の新緑に包ま

れ、草花の芽吹きを見て、生

命の尊さや力強さ、自然の豊

かさとを感じました。（ふ） 

①7月1日（水） 
   ～7月７日（火） 

生駒駅前図書室 

②7月８日（水） 
   ～7月16日（木） 

南ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

せせらぎ 

③7月17日（金） 
   ～7月23日（木） 

たけまるホール 

④7月24日（金） 
   ～7月29日（水） 

図書会館 

⑤7月30日（木） 
   ～8月5日（水） 

北ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

ISTAはばたき 

 制度に登録した２７団体のマイサポ団体紹介ポスターと支援制度のしくみ

について、巡回展示します。 

⑥8月6日（木） 
   ～8月12日（水） 

生駒市役所 

⑦7月18日（土） 

ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

あなたは何を見て決めますか？ 

その場で届出！☆OK☆ 

★ギャラリー日程★ 

★生駒市HP（マイサポのページ）★ 
 ★紹介冊子 
（7月1日号広報いこまちと同時配布）★ ★シンポジウム 7月18日（土）★ 

(※)平成２７年６月１日現在、生駒市の住民

基本台帳に記録されている１８歳以上の人 

・各団体の事業計画書や予算 
 書などを公開！ 
・同時にPRを動画で配信！ 

・各団体の紹介及び選択届出 
 書が入っています。 

・各団体によるリレー宣言 
（詳細はＰ１をご覧ください） 

「ボランティアはじめてみよう！」講座を開催しました。 
４月１０日、１０人の参加者を迎え、ボランティアってどんなもの？自分のボランティアのイメージは？ 
自分に合ったボランティアは何かな？自分の思いをお互いに伝えあいました。 
ららポートではボランティア活動希望者に素敵なボランティア活動との出会いのお手伝いをしています。 

イラスト：秋田琴絵さん（ららポート個人登録ボランティア） 


