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ボラセンだより

【第 147 号】

リポート：５月の『ボラかふぇ』より

地域のさろんで活かせるかんたん手芸 ～あなたもやってみませんか？～
話題提供者：「あかね会」（当センター登録ボランティア団体）
５月の話題提供者は、当センター登録ボランティア団体
「あかね会」の皆さんでした。
「あかね会」は、1977 年４月生まれの団体です。
月に４回、第１・第３火曜日と、第２・第４水曜日各回
10 時～15 時に例会をされ、刺繍したふきんやかわいい小
物など手芸品（バザー商品）を製作されています。
それらは、社会福祉に役立つよう、毎年恒例となってい
るボランティアフェスティバルのバザーコーナーにて販
売され、その売上金の一部を奈良市善意銀行にご寄付いた
だいております。
このほかにも、共同募金活動など、福祉関係へのボラン
ティア協力もされており、41 年間という長期にわたり社
会福祉に貢献されている団体です。
今回のボラかふぇでは、「あかね会」の皆さんに「お手
玉づくり」を教えていただきました。お手玉の材料（布・
ペレット・糸）は「あかね会」がご厚意で、準備・提供い
ただき、参加者は、和気あいあいとお話しながら、作り方
を確認したり、遊び方を話したりしながらも、手元に集中
して、楽しくお手玉をつくっておられました。
当日、約２時間弱で、最大３個を完成させ、皆さん、大
満足。各テーブルで完成したお手玉を並べて、記念写真も
撮影しました。これを機に、昔懐かしお手玉遊びが地域の
さろんで活かされ、心身の活性化に繋がるとよいですね！

次 回 、６月 の『ボラかふぇ』の予 告 ！
６月の話題提供者は…
奈良市視覚障害者協会＆奈良女子大学点訳部
ポン・ド・テール の皆さんです。
テーマは…ボラセンで体験！はじめての点字
～点字を打ってみたい人集まれ～
奈良市視覚障害者協会は、1948 年 4 月生まれで、視覚
に障害のある方々が集まっている会です。文化・スポー
ツ等のレクリエーション活動での交流を通して、障がい
者の社会参加を図ることを目的に活動されています。
「和楽園」「鳥見ふらっと」での敬老期間に合わせて、
マッサージ・鍼の奉仕活動や職域拡大及び地域貢献に向
けたマッサージ無料体験、その他、介護予防教室などを
実施されています。また、視覚障害に対する住民理解促
進に向け、小中学校や地域で実施されている学習会への
講師派遣も行われています。
平成 30 年度『ボラかふぇ』
６月９日 １０時～１２時

≪参加者の声≫
・親切、丁寧に教えて頂
きお手玉が完成出来、
嬉しかったです。参加
して良かったです。
・指先を使い、良い刺激
になりました。作り方
もわかり良かったで
す。
・間違いながらも楽しく
1 個完成し、帰宅して
頑張って残り２個を
作りたいと思います。
・楽しく作ることが出来
ました。おしゃべりも
はずみ、すごく楽しか
ったです。
『ボラかふぇ』は基本、
毎月 11 月を除く第２土
曜日の 10 時～12 時、奈
良市ボランティアセンタ
ーで実施しています。
セルフですがお茶など
を飲みながら、社会に起
こっている様々な課題を、気軽に「知ること！」が
できる場として、またこの場での「気づき」からボ
ランティア活動につながっていくことを期待し、企
画したものです。
時には、皆さんが取り組んでおられるボランティ
ア活動に活かせる技術面を学んで頂く機会も作っ
ていきたいと考えています。あなたも、まずは「知
ること」からはじめてみませんか？

奈良女子大学点訳部は、1974 年（昭和 49 年）
に“ポン・ド・テール”と愛称が名付けられたそ
うです。
この“ポン・ド・テール[pomme de terre]”はフ
ランス語で「ジャガイモ」を意味しているそうで、
実は、この“ポン・ド・テール”、「縁の下の力
持ち」という意味があるとのこと。
“ポン・ド・テール”という言葉の響きも
よく、部員さんたちはお気に入りとのことです。
今回の点字体験では、縁の下の力持ち“ポン・
ド・テール”の皆さんがお手伝いくださいます。
ぜひ、この機会に、ボランティアセンターに来
て、点字体験をしてみましょう！
例えば、自分の名前を点字で打てるようになると
いいですね！申込みをお待ちしております。
（

ボラセンで体験！はじめての点字
～点字を打ってみたい人集まれ～

飲み物をご用意してお待ちしております。
参加無料：お申込は６月６日までにボランティ
アセンターへ。応募多数の場合は抽選。
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ボランティア・活動・助成金情報
￥ 助成金情報
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お知らせコーナー

奈良県くらし創造部青少年社会活動推進部
対象：イオングループからの寄付金を活用した「奈良の文化遺産
やまちなみの保全事業」
応募締切：H30.6.8
URL：http://www.naravn.jp/kikin/

パソコンの利用について

社会福祉法人 清水基金 NPO 法人助成事業
対象：障がい児・者福祉の増進を目的とする NPO 法人の事業
応募締切：H30.6.30
URL：http://www.１a.biglobe.ne.jp/s-kikin/

ご利用の前に
団体名・氏名・連絡
先・利用時間をお知
らせください。

公益財団法人 太陽生命厚生財団 社会福祉助成事業
対象：（事業助成）在宅高齢者または在宅障がい者等のための福
祉活動や文化活動助成
（研究助成）高齢者保健、医療、生活習慣に関する研究又
は高齢者福祉に関する研究・調査助成」
応募締切：H30.6.30
URL：http://www.taiyolife-zaidan.or.jp/

できること
・閲覧、検索、印刷
・インストールされて
いるソフトの利用
・外部メディアの使用

一般財団法人 松扇会 社会福祉助成事業
対象：①障がい者の福祉向上案件および難病案件、虐待防止
案件を対象。
②明確な企画（目的、内容、資金使途等）に基づく事業。
応募締切：H30.7.31
URL：http://shouohkai.or.jp/

印刷
用紙持参のうえ、
５枚までは無料。
６枚目から
１枚１０円

社会福祉法人 清水基金 法人助成事業
対象：障がい児・者福祉の増進を目的とする社会福祉法人の事
業
応募締切：H30.７.3１
URL：http://www.shimizu-kikin.or.jp/

お待たせしました。
当センターでパソコン
の利用が出来るように
なりました。
気持ちよく皆さんが、
利用できるよう、ご協力
お願いします。

利用時間
１回：３０分以内

禁止事項
・設定の変更
・コンピューターウ
イルスに感染の恐
れのある HP の閲
覧、外部メディアの
利用など

センターの行事予定【6・7 月】
【参考】★助成金情報掲載サイト★※下記の他にもネットで探してみてね！
★奈良ボランティアネット https://www.naravn.jp/aid/?act=list
★CANPAN FIELDS
http://fields.canpan.info/grant/

休
館
日

6/3（日）

６/１０（日）

６/１７（日）

７/1（日）

７/８（日）

７/１５（日）

７/22（日）

7/29（日）

6/５(火)
10:00～11:00 センター登録グループ 代表者会議
11:00～12:00 奈良市ボランティア連絡協議会 幹事会
6 / 9 ( 土 ) 10:00～12:00 ボラかふぇ○
ポ
ボラセンで体験！「はじめての点字」
～点字を打ってみたい人集まれ～

６/２４（日）
７/１６（月）
海の日

７ / ３ ( 火 ) 10:00～11:00 センター登録グループ 代表者会議
11:00～12:00 奈良市ボランティア連絡協議会 幹事会

ポ は『奈良市ポイント』の対象事業です。
上記行事予定にある○
奈良市ポイント制度(ボランティアポイント)については
http://narapoint.jp/ および 館内設置のチラシでご案内しています

奈良市ボランティアセンター
奈良市法蓮町 1702-1

TEL（0742）26-2270
FAX（0742）26-2003

７ / １ ４ ( 土 ) 10:00～12:00 ボラかふぇ○
ポ
金曜日の夕方は「喫茶シャロームⅡ」へ！
～障がいのある人もない人も仕事帰りに
息抜きできる居場所づくり～

【開 館 時 間】 午前９時～午後５時
【休 館 日】 日曜日、休日、年末年始（12/29～1/3）
【アクセス】近鉄奈良駅
13 番のりばから奈良交通バス 高の原駅行き または
こうのいけ

加茂駅行きに乗車､「 鴻 池 」停留所で下車して徒歩 2 分。(東福祉センターの西隣)

E-mail
URL

naravc@citrus.ocn.ne.jp
http://www.narashi-shakyo.com/html/volunteer_top.html

奈良市ボランティアセンターは指定管理者として 奈良市社会福祉協議会 が管理運営しています

