
形態 事業名 内容

1 相談コーディネート業務 ボランティアや団体運営等に関する相談

2 ボランティア情報収集・掲示・発信
コーディネーターが情報を収集し発信す
る。

3 貸館・共同作業コーナー対応
貸館、印刷、大型プリンターの利用に関す
ること。

4 情報共有
情報交換会・団体視察報告会・
ケース検討会

ボランティアセンターとの情報交換等

5
団体ファイルの開架
ホームページでの公開

センター登録団体の情報の公開。 通常

6 アンケート調査（団体・事業）
センター利用団体や個人、事業参加者に対
しアンケート調査を実施。

随時

7
ホームページ・窓口モニター・
ツィッター・You Tubeチャンネル
管理

センターの案内や事業等をホームページ・
窓口モニター・ツィッター・You Tubeに
て発信。

通年

8 機関紙「HUG」の発行
センターの事業の情報や報告等の情報を紙
媒体で発信。

2ヶ月に1回

9 ボランティア募集情報の発行
ボランティア募集に関する情報を収集し、
発信する。

春夏号・秋冬号

10 団体訪問
ボランティア募集情報掲載団体やセンター
登録団体を訪問し、活動内容等や実態調査
などを行う。

1ヶ月に
１団体

11
ボランティア・NPO団体活動メン
バー募集一覧

センター登録団体のメンバー募集に関する
情報を収集し発信する。

年1回発行
常設

12 ボランティア入門講座

講師：コーディネーター
内容：市民を対象に、ボランティア活動に
必要な基礎的知識や情報を分かりやすく提
供することで、実際に活動を始めるきっか
けとしてもらうための初歩的な講座。

７月～３月
（年５回）

13
ならママを応援するボランティア講
座

講師：当センター登録団体の方々
　
内容：センターの登録団体の方々のご協力
により、子育て中のママたちのスキルアッ
プを図り、交流を深めながら、それらをボ
ランティア活動に活かせる方法を学ぶ。

６～７月
（全５回）

14
農福連携事業 講演
「ガーデニングで心も体も健康に」

講師：近畿大学農学部 農業生産科学科
　　　　　教授　林　孝洋　氏

内容：農業と福祉の連携について、その方法と実
践例を学ぶ。

１１月
（１回）

新

通常
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時期・回数No
新規
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項目

15
ボランティア

関係講座
スポーツ＆レクリエーション
ボランティア講座

講師：奈良マラソン事務局　東久保 史郎 氏
　　　(特活）ならスポーツクラブ
　　　理事長　北　良夫 氏
　　　折り紙ボランティア「おりがみの輪」
　　　関西ポーランドダンス愛好会「クラコ」
　　　　　　　竹山進一郎・政子　氏
　　　㈱オアシスなら　浅野 和代 氏
　　　ＦＡなら

内容：スポーツやレクリエーションについての基
礎知識の習得とコミュニケーションスキルの向上
を図り、市民公益活動への意欲を高める。

７月～１１月
（全４回）

新

16 NPOのための資金調達入門講座

講師：日本ファンドレイジング協会
　　　　准認定ファンドレイザー
　　　ならファンドレイジングラボ　代表
　　　　　　西村 昌弘 氏

内容：いろいろな資金調達の方法や自団体にあっ
た資金調達の選び方などを学ぶ。

９月・１０月
（全２回）

17
ＮＰＯ会計講座「初めの一歩～会計
が怪計にならないために」

講師：NPO会計支援コーディネーター
　　　　　　　紙徳 真理子 氏
　
内容：持続可能な組織運営と情報公開のた
めに必要な会計処理の基礎を学ぶ。

１０月～２月
（全３回）

18
NPOのための広報術セミナー
「届く広報」

講師：社会貢献情報誌 ＵＴ
　　　ユナイテッド・トゥモロー
　　　編集長　尾関 栄二 氏

内容：NPOにとって重点となる「共感」を
呼び起こすための広報のあり方を学ぶ。

８月
（全１回）

新

19 広報デザイン講座

講師：グラフィックデザイナー
　　　　　　　林田 全弘 氏

内容：広報紙面の作成時のキャッチコピー
やデザイン、効果的な写真撮影の方法等を
学ぶ。

１２月～１月
（全３回）

20 NPO法人設立・運営相談会

相談担当：NPO法人 市民活動サークルえ
ん
　　　　　　事務局長　磯野 奈緒 氏

内容：NPO法人の設立や運営等、様々な疑
問や悩み等を相談できる窓口を開設する。

５月～３月
毎月第３水曜日
（全１１回）

21 ＮＰＯ会計個別相談会

相談担当：NPO会計支援コーディネーター
　　　　　　　紙徳 真理子 氏
　
内容：ＮＰＯ法人や任意団体等公益活動団
体の会計についての個別相談。

１０月～２月
（全３回）

22 資金調達個別相談会

講師：ならファンドレイジングラボ　代表
　　　　　　西村 昌弘 氏

内容：団体の運営に必要な資金調達につい
ての個別相談会。

未定
（全３回）

新

23 ＳＮＳ・ＷＥＢ運用相談会

相談担当：当センターコーディネーター
　　　　　　　　古田 穣之
　
内容：ＳＮＳやＷＥＢ媒体を使った、効率
的な活動のＰＲなどについての個別相談。

７月～９月
（全３回）

市民公益活動
支援講座

専門家相談
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24 団体との協働 「私たちは集めています！」コーナー

内容：当センターの登録団体に運営希望団体を募
集し、使用済み切手など、社会貢献に活用できる
物品などを市民の方々に寄贈してもらう回収ボッ
クスを設置する。

７月～３月

25 団体との協働 団体活動支援事業

内容：当センターの登録団体が企画した教室や事
業を提案頂き、市民公益活動と認めた場合は、共
催事業として実施し、団体の活動内容について、
市民に知ってもらうきっかけ作りをする。

随時

26 パネル展
市民の方々に、ボランティアや市民公益活
動の魅力をさらに深く知っていただく事を
目的として開催。

６月～３月
（９クール）

27
市民公益活動フェスタ
「HUG²祭り２０２０」

市民公益活動団体の新たなつながりを創出
する場を提供することで、市民公益活動団
体間のつながりや連携の強化を促し、市内
から新たな活動を興す契機としてもらうと
ともに、市民に市内の市民公益活動を気軽
にかつ楽しく知ってもらう。また、市民公
益活動団体から組織される「ＨＵＧ2祭り
サポーターズ会議」を５月から開催し、当
センターと協働で運営にあたる。

１２月
（１回）

28 団体交流会
当センターの登録団体同士が一堂に会し、
交流・情報交換できる場を提供する。

HUG²祭り
の説明会時

29 絵本リサイクル

内容：見なくなった絵本をボランティアイ
ンフォメーションセンターで回収し、絵本
補修ボランティア養成講座の受講者にお願
いし絵本のメンテナンスを行った後、自由
に絵本を持って帰ってもらう。

通年

30 リユースプラレールの貸出
内容：寄贈頂いたプラレールを、市内の各
種団体のイベント等に貸出し、活動の活性
化に役立ててもらう。

通年

ボランティアインフォメーションセ
ンターサポーター

親子ボランティア・こどもボラン
ティア

32 マッチング
「いきます」「来てください」カー
ド

ボランティア「いきます」「来てくださ
い」の情報を公開し、マッチングする。

通年

33 運　　営 運営推進懇話会
ボランティアインフォメーションセンター
の運営に関するご意見

年１回

センターボラ
ンティア

ボランティアインフォメーションセンター
の事業等を手伝っていただくボランティ
ア。

随時31

リサイクル
リユース

イベント
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