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ボラセンだより

【第 148 号】

リポート：６月の『ボラかふぇ』より

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～
話題提供者：奈良市視覚障害者協会（当センター登録団体） ＆ 奈良女子大学点訳部ポン・ド・テール ＆青丹学園 の皆さん
６月のボラかふぇの話題提供者は、「奈良市視覚障
害者協会」の内藤さんと、「奈良女子大学点訳部ポン・
ド・テール」「青丹学園」の皆さんでした。
「奈良市視覚障害者協会」は、活動のひとつに、地
域で開催される視覚障害者理解を内容とした学習会に
招かれ講師を務められています。今回のボラかふぇで
は、当協会の内藤さんから「点字の打ち方」を教えて
いただき、参加者は「点字体験」を通して、視覚に障
害のある方々への理解を深める機会になりました。
「奈良女子大学点訳部ポン・ド・テール」と「青丹
学園」の皆さんは、参加者に丁寧に点字の打ち方をサ
ポート、「ポン・ド・テール」の語意にある「縁の下
の力持ち」の役割を果たしてくださいました。
参加者は、教わり
ながら自身の名前の
点字を打つことに
チャレンジ。この他、
住所など好きな文字
を打ち、「はじめて
の点字体験」を楽し
みながら学ばれてい
ました。私たちの暮らしの中にもたくさんある「点字」。
あなたも「点字」にふれてみませんか？

次 回 、７月 の『ボラかふぇ』の予 告 ！

≪参加者の声≫
・楽しく学ぶことが出来ました。

次は読める様になりたい。
・自分もいつ視覚障害になる
かわからないので、その為
にも点字を学びたいと思った。
・今後も継続して年に１回点字
体験の機会が欲しい。
・異世代の女子大の学生さん
と関わる機会になり、丁寧に
教えていただけて、良かった。
『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？

次 々回 、８月 の『ボラかふぇ』の予 告 ！

8 月は第１土曜に開催となるため今号で紹介します。
７月 14 日（土）の話題提供者は…
「喫茶シャロームⅡ」の皆さん（当センター登録ボランティアグループ） です。 ８月４日（土）の話題提供者は…
「ボランティアグループ ウインドウズ」
当グループは、障がいのある方々と共に、障がいの の皆さん（当センター登録ボランティアグループ） です。
ある人もない人も仕事帰りに息抜きできる居場所づく
りとして「喫茶」の運営をされています。
現在、毎週金曜日の夕方に、奈良市総合福祉センタ
ーの一室で開催、その中には、音楽療法士やボランテ
ィアによるコンサートの開催日もあります。
７月の「ボラかふぇ」で、活動を知って頂くことで
関心のある方々を増やし、参加者や参画者を増やして
いきたいと思います。
是非お申込み下さい。
平成 30 年度『ボラかふぇ』
７月１４日 １０時～１２時

当グループは、「地球に優しいリサイクル運動」
をテーマに、廃油を活用した「石鹸づくり」や、使
用済みの牛乳パックを原料に「手漉き（てすき）ハ
ガキ」などを作り、その売り上げの一部を奈良市善
意銀行に寄付し、福祉に役立てておられます。
８月の「ボラかふぇ」では、「紙漉き（かみすき）
体験」にチャレンジ、その手漉きした紙で「はがき」
と、牛乳パックで「小物入れ」をつくる予定です。
夏休みの工作の宿題にも最適！！子どもも大人も
楽しめます。是非お申込み下さい。

金曜日の夕方は「喫茶シャロームⅡ」へ
話題提供者：「喫茶シャロームⅡ」の皆さん

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７月 11 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

奈良ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾈｯﾄ H30.6.12 情報抜粋

ボランティアセンターからの
お知らせコーナー

平成３０年度赤い羽根募金奈良県ぴ～すぺ～す
プロジェクト事業
実施団体：社福）奈良県共同募金会
助成対象：奈良県内に活動拠点があり、児童、子育て中の
親、高齢者、障がい者等の「居場所づくり」「孤立をなく
す」といった地域課題を解決するために活動する団体
募集期間：平成３０年６月２０日～８月３１日（必着）

長期間にわたり、ご不便をおかけしてお
りました 2 階のエアコンの修理が終わり、
使用が可能となりました。

http://www.nara-akaihane.com/jyosei_info_24
.html

クールビズ実施中！！
冷房時設定温度２８℃
ご協力お願いします

平成３０年度ボランティア活動推進事業
実施団体：公益財団法人車輌競技公益資金記念財団
助成対象：高齢者、障がい者の支援のためのボランティア活
動に必要な各種機材の整備事業
募集期限：７月１３日まで

NARA Shake Out!(奈良県いっせい地震行動訓練)
に参加します。７/9（月）AM10:30～
1 分間の安全確保行動
～ひとつしかない「いのち」を守りいきぬくための行動訓練
です～

http://www.vecof.or.jp/aid/voluntter-naiyou.ht
ml

ご協力お願いします
ボランティア募集情報
「奈良マラソン 2018」ボランティア大募集
募集人員：4,000 人（先着順）
活動日：12/8・12/9（個人・グループ・ファミリー参加での
両日参加は不可）
活動内容：歩行者誘導・整理、給水・給食など
募集期間：7/2～8/24
説明会：11/17（天理市役所）11/18（JR 奈良駅近辺施
設）
※説明会参加必須
http://ｗｗｗ.nara-marathon.jp/

センターの行事予定【7・８月】
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
7 / 1 4 ( 土 ) 10:00～12:00 ボラかふぇ○
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～
【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/

7/15（日）

７/１６
（月）

７/22（日） ７/29（日） 8/５（日）

８/１１
（土）

休 ７/1（日）
館
日

7/8（日）

ポ
８/４(土) 10:00～12:00 ボラかふぇ○
牛乳パックで「紙漉き（かみすき）体験」

～夏休みの工作に最適！！
小物を作ってみませんか～

８/７(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

海の日

8 / 1 1 ( 土 ) 13：30～16： 第 6 回 地創研フォーラム
幸せな終焉を迎えるために
山の日
30
県文化会館
2 階集会室

山の日
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
○
8/12（日） ８/19（日）
８/26（日）
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

～老老介護 認認介護 独居老人へのサポートを
考える～
主催：NPO 法人地域創造政策研究センター
奈良市ボランティアセンター
協力：奈良市ボランティア連絡協議会

【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

