
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

【本書の概要】 

  本書は、平成 24 年度に、奈良県地域貢献活動助成金を受けて実施された 25 事業について、

その成果をまとめたものです。 

 

 

【奈良県地域貢献活動助成金】 

  NPO や自治会などの自主的な地域課題解決のための活動を支援することで、豊かで活力のあ

る協働社会の実現を目指すものです。平成 24 年度は、従来から実施していた【一般枠】に加

え、平成 23 年 9 月に発生した紀伊半島大水害の被災地にかかる復旧・復興支援活動を行う NPO

等の活動に対する助成を行う【復旧・復興支援枠】を創設し、実施しました。 

 
 
 
 
 
 
 

 

○対象事業 

NPO 等が地域課題の解決のために行う事業 

 

○対象団体 

県内に事務所を有し、県内で 1 年以上活動する NPO 法人、市民活動・ボランティア団体、

一般社団・財団法人、自治会・町内会など 

（【復旧・復興支援枠対象団体は活動期間が１年未満でも可】） 

 

○対象経費 

平成24年4 月1日から平成25年2 月末日までに着手・完了した事業の会議費、交通費、

印刷製本費、通信費、諸謝金、消耗品費等の事業実施に必要な経費 

 

○助成金額 

助成対象経費の 2 分の 1（上限 50 万円） 

 

○審査方法 

第 1 次審査…書類審査 

第 2 次審査…公開プレゼンテーション及び書類審査 
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※各ページ中、活動テーマに記載されている番号は、下記に基づき分類しています。 

①地域産業の支援・創出 ②観光の振興 ③県内消費の拡大 ④雇用対策の推進 ⑤農林業の振興 
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おもてなしの心」を伝えることができ、真の「吉野

のPR」につながったと考えます。 

次期大会に向けて、開催時期やコースを再度

検討し、平成26年度開通予定の津風呂湖南岸

道路の開通を見込み、神仙峡龍門の里コースや

津風呂湖一周マラソン等の案を現在調整してい

ます。 

助成事業の背景と目的       
元気な吉野を発信することや、森林セラピー

ロードとして平成24年度認定を受けた神仙峡龍

門の里コースをマラソンやウォーキングに取り入

れ、地域貢献に寄与する事を目的として開催し

ました。また、大会開催に当たっては、クラブス

タッフ約200名が町関係団体と協働・連携するこ

とで相互理解を深め、個々のプロボノスキルを

生かすことで、生きがいの場を提供することを目

的としました。 

 

助成事業の実施内容 
当日、早朝より降積雪のため、全スタッフで

コースの除雪、融雪剤による走路の確保を行い

ましたが、安全を確保できないと判断し、会場を

体育館に移し交流会に変更し、大抽選会や豚汁

の炊き出しを行い大会を終了しました。スタッフ

の団結力と吉野の心意気を示すことができた大

会となりました。 

 

助成事業の成果と今後の展開 
今大会のアクシデント（降雪によるマラソン＆

ウォークの中止）時も、各部署のリーダーの指揮

下、参加された方に納得していただける「吉野の

第５回吉野津風呂湖健康マラソン＆ウォーク開催事業
助成金額 

385,800円 

スタッフの方が何とかマラソン大会を行

おうと必死で努力している姿に学ぶべき

ものが多かった。体育館での行事でも心の

こもったおもてなし、温かい豚汁にお世話

をしている方の会話etc参加した生徒は感

じるものがあったはず。（引率の先生談）

特定非営利活動法人吉野スポーツクラブ団体名 

所在地 〒639-3101 

吉野町大字山口910番地 吉野運動公園内 

TEL：0746-32-1119 

E-mail：ysc.manager@kcn.jp 

HP：http://web1.kcn.jp/ysc/ 

【団体の設立経緯・目的】 

平成13年クラブ設立。平成22年7月法人格取

得。生涯スポーツの振興と地域住民の健康

増進等に貢献する。 

【団体の主な活動の内容】 

スポーツ日々活動・スポーツカーニバル・花

いっぱい運動・マラソン＆ウォーク・施設指定

管理 

活動地域

活動テーマ

吉野町

⑫ 

活動の様子 
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助成事業の成果と今後の展開
・ マップ作成における文字情報のQRコード化

や画像処理能力の向上、電子紙芝居作成に

おけるパワーポイントの基本操作方法の習

得により、講習参加者のPCスキルの向上が

図れました。 

・ 講習参加者やウォーキング参加の歴史に対

する知識や興味が深まりました。 

・ 紙芝居を通じて子どもたちの古事記や歴史

に対する知識や興味が深まりました。 

・ 今後の展開では、橿原市のお話会や図書館

で紙芝居を上演して、広めてもらうようにして

いく予定です。 

助成事業の背景と目的       
ウォーキングマップ作成に参加する一般市民

のPCスキル向上による人材を育成します。 

ウォーキングを通じた健康増進や次世代を担

う子どもたちの歴史に対する意識を深耕し、育成

します。 

 

助成事業の実施内容 
・ 一般市民を対象としたQRコードを活用した

ウォーキングマップの作成やパワーポイント

を活用した紙芝居の作成を通じた参加者の

PCスキルの向上。 

・ 太安万侶を祀る多神社の協力も得て、古事

記や太安万侶に関する紙芝居の制作上演、

太安万呂の歌を歌唱、QRクイズや多神社宮

司の講話などを盛り込んだイベントの実施

と、古事記に関わる社寺仏閣・名所旧跡・陵

墓などを訪ねるウォーキングの実施。 

・ 平成24年９月～12月 マップ制作講習（８

回、参加延べ人員153人） 

・ 第１回ウォーキング実施（10月６日）、第２回

ウォーキング実施（11月３日）、第３回ウォー

キング実施(12月１日)と多神社にて紙芝居

「KOJIKI」物語上演等のイベントを実施。 

・ 平成25年１月～２月 電子紙芝居作成講習

（２回、参加延べ人員40人）とQRマップ作成、

印刷。 

 

地域コミュニティのためのITスキルアップ事業 

ーQRマップでめぐる記紀万葉プロジェクト太安万侶てんこ盛りウォーキングー

助成金額 

261,444円 

・多神社のイベントに親子で参加しました。紙芝

居の上演や古代衣装を着ての踊りがあり、とて

も楽しかったです。 

・古事記に関わる社寺を巡る、ウォーキングに参

加して、歴史を学べて大変良かったです。 

・MAP制作で、ＱＲコードの勉強をして、パソコ

ンを使うのが楽しくなりました。 

特定非営利活動法人人材育成・雇用協議会団体名 

所在地 〒634-0007 

橿原市葛本町751番地6 

 
【団体の設立経緯・目的】 

2006年7月11日設立。地域でのＩＴ技術の普

及活動を行うことで、地域コミュニティの活性

化、地域情報化社会の推進に寄与する。 

【団体の主な活動の内容】 

初心者にやさしいパソコン教室、中高年者の

キャリアップ講座 

再就職・雇用のための講座企画 

活動地域

活動テーマ

橿原市

⑩ 

活動の様子 
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うな店舗であるか認識していただけたことは大きな収

穫でした。 

また、授産商品の体験教室を開催することで、障が

いのある人や事業所の活動に対する周囲の理解が深

まると同時に、楽しく参加していただけたのは大変有

意義でした。さらに、店舗での販売に不慣れなスタッ

フに対してもクレームが出ることはなく、むしろ温かく

見守っていただいたことで、各スタッフの大きな自信

にも繋がりました。 

単なる物品販売の場所ではなく、様々な境遇にい

る人々が集える場所として新たな意義を見出すことが

出来た点において、本事業の成果を挙げることが出

来たといえます。 

地域にしっかりと根ざし、さらに立ち寄りやすい店舗

として活動するためにも、次年度も継続して行政や地

元商店街、商工会と密に連携をとっていくこととします

助成事業の背景と目的       
地域に住む人々がお互いの状況を把握し声を掛け

合う光景が見受けられにくい現状において、特に独り

で暮らす高齢者の方々の憩いの場、または障がい者

への理解を進める場といった、地域における相互理

解を深める仕組み作りが急務です。 

そこで、柳町商店街内に構える店舗内にフリース

ペースを設け、誰にでも気軽に立ち寄っていただき、

年齢や障がいの程度といったあらゆる障壁を越えて

地域の人がお互いに支え合う場を提供し、店舗を拠

点として社会的課題を地域全体で横断的に取り組む

契機となるよう本事業を立ち上げました。 

 

助成事業の実施内容 
大和郡山市柳町商店街内にある「さくら倶楽部」に

おいて、奈良県内の障害福祉サービス事業所（以下、

「事業所」とする）の授産商品、協力農家の地場野菜

等の販売を実施しました。同時に複数の事業所利用

者の方に職場実習場所としても同店を活用してもら

い、地域の方との交流を積極的に図りました。 

また、事業所が取り組む授産商品の体験教室を独

自に実施、金魚すくい選手権大会等の地域のイベン

ト、地元商店街主催のお店紹介ツアー等に参加しまし

た。 

 

助成事業の成果と今後の展開
従来の自店舗での販売のみでは得られることのな

かったお客様の声を、イベントに参加することで多く得

ることができました。これまでは店舗前を通ったことは

あっても実際に入店することはなかった方に、地元の

イベントに多く参加することで「さくら倶楽部」がどのよ

地域ともづくり事業 
助成金額 

256,607円 

「偶然立ち寄った店舗で思いもかけず楽しい時間を過

ごすことが出来ました。こういった活動をもっと広く

皆さんに知ってもらえるように頑張ってほしい」（北

陸地方から旅行に来られた女性）、「子ども達でも簡

単に、世界に一つだけの想い出の作品を作ることがで

きたのが良かった」（二家族で参加のお母さん）といっ

た声を参加者の方から多く聞くことができた。 

特定非営利活動法人障がい者雇用事業センター 団体名 

所在地 〒630-8325 

奈良市西木辻町93-6 エルトピア奈良内 

TEL：0742-22-4307 

HP：http://www.sakurashop.net/ 
【団体の設立経緯・目的】 

障がいのある人たちの自立した地域生活を営

める環境づくりを目的として、2009年11月に

設立。 

【団体の主な活動の内容】 

奈良県内の障害福祉サービス事業所の授産

商品、及び協力農家の地場野菜の販売、障

がい者の職場実習場所の提供等。 

活動地域

活動テーマ

大和郡山市 

⑧ 

活動の様子 
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助成事業の背景と目的       
生駒市は自然環境に恵まれた素晴らしい都市

ですが、街なかの子どもたちはその自然と触れ

合う機会が少ないです。その子どもたちに身近な

自然の中で遊んでもらい、自然好きの子どもたち

を育成します。 

 

助成事業の実施内容 
子どもたちをグループに分け、リーダーと一緒

にイモ山公園樹林を探検してクイズに挑戦した

り、椎茸狩りを体験しました。工作タイムでは、低

学年は竹こっぽりとストローとんぼ、高学年は竹

馬づくりに挑戦。樹名板を作って取り付け、ゲー

ムで遊んだ後は、ほかほかの焼き芋と、お母さん

方手作りの椎茸入り豚汁をいただきました。 

 

助成事業の成果と今後の展開 
子どもたちが身近な森に入って自然と親しみ、

楽しい体験ができるようにと、“森と遊ぼう”里山

体験イベントを続けてきました。 

会場のイモ山公園樹林は、３年間の整備活動

で明るくなり、子どもたちが遊びまわる姿や休日

に親子連れで散策する姿を目にするなど、自然

に対する意識の向上が感じられます。今後も子

どもたちの心に残るプログラムを企画し、活動エ

リアを徐々に増やしながら自然好きの子どもたち

を育成していきたいと思います。 

"森と遊ぼう"里山体験イベント開催事業 
助成金額 

18,803円 

低学年：椎茸狩りを初めて体験、楽しかっ

た。自分で切った竹で遊べるなんてすご

い！ストローとんぼが良く飛んでうれし

かった。 

高学年：竹馬づくりは難しかったけど、と

ても面白かった。竹馬に早く乗れるように

なりたい♪

グリーンボランティア「いこま宝の里」団体名 

所在地 〒630-0136 

生駒市白庭台5-2-9 

HP：http://takara.kuronowish.com/ 
【団体の設立経緯・目的】 

「まちなかのみどりの保全活動」を通じて、花

と緑と自然がいっぱいの街を実現する活動を

行っています。 

【団体の主な活動の内容】 

・市街地内の樹林や緑地の整備 

・子どもたちの環境教育 

・市内小・中学校の校内林の整備 など 

活動地域

活動テーマ

生駒市

⑭ 

活動の様子 

椎茸狩り体験 

竹馬製作中 
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助成事業の背景と目的       
１２haの広大なジャングル状態の周辺緑地を今

まで約70%整備し、310本の植樹活動をしてきまし

たが、住民と自然環境との関係性が希薄でした。そ

れを高めるため、整備緑地に付加価値を与え、住

民が自然をより親しめる環境創りを行います。 

 

助成事業の実施内容 
①四季の花園化：第６緑地１ha（草地部）の半分を

四季の花園化しました。夏のヒマワリ1,000本、秋

のコスモス/彼岸花、早春の菜の花を住民と鑑賞

しました。 

②丸太階段造り/遊歩道整備と花木植樹：第２～４

緑地約３ha（森林部）に、丸太階段３箇所、１km

の遊歩道を整備、遊歩道沿いに60本の植樹を行

いました。 

③森林ウォーク：住民を招いて、明るく綺麗になっ

た森林や、花木を見ながらの森林ウォークを行

いました。 

④落ち葉掃除：人家の少ない通学路沿いの高木か

らの大量の落ち葉掃除を、住民と協働して行い

ました。 

 

助成事業の成果と今後の展開 
①花園や、明るくなった森は、住環境と一体化し、

緑と生活者の調和ある街造りに貢献しています。

②花園や遊歩道沿いの桃源郷・モミジ桜梅の園を

周回する花木回廊を造っていきます。 

鹿ノ台周辺緑地再生活動 

－四季の花園と癒やしの森で生活者と自然の調和を－ 

助成金額 

409,897円 

活動場所が坂で足場も悪く、十分な働きが

できるかどうか心配だったが、やるうちに

緑地が綺麗になっていくのを目の当たり

にして、嬉しくなった。また健康にもよく、

またの機会の参加が楽しみだ！ 

ECOKA委員会 団体名 

所在地 〒630-0112 

生駒市鹿ノ台東２-９ 自治連合会内 

TEL：0743-78-6654 

HP：http://web1.kcn.jp/ecoka/ 
【団体の設立経緯・目的】 

ジャングル状態の周辺緑地12haを整備し、森

と花園の癒しの場にしよう！との目的で、平成

20年４月の設立。 

【団体の主な活動の内容】 

約８haの緑地を整備し、310本の花木を植樹

した。毎年約500～800名の参加、住民との協

働的活動をしてきた。 

活動地域

活動テーマ

生駒市

⑭ 

活動の様子 



－ 7－

 

 

 

助成事業の背景と目的       
地域教育の一環として、生徒・児童を対象に発

展途上国の教育内容を話すことにより、広く世界

の現状を知り、如何に我が国が素晴らしいか、現

状を再認識し、世界観の涵養を促進します。 

 

助成事業の実施内容 
ＪＩＣＡ等の国際機関より途上国へ長期に派遣

された諸氏が、現地の実情を話し、世界観の理

解を促進しました。 

対象者 

１． 11/12  奈良市立小中学教育協議会 

国際部会の先生方           

２． 12/６   奈良市立若草中学 

３． １/８    奈良県立高田高校 １年生の１/２

４． １/11   奈良県立高田高校 １年生の１/２ 

５． １/25   奈良市立右京小学校 ５年生 

６． １/25   奈良市立小中学教育協議会  

国際部会の先生方  

７． ２/25   奈良市立右京小学校 ６年生 

 

助成事業の成果と今後の展開 
当初は５回を対象にしていたところ、要請が７

回に増加しましたが、全て受け入れました。 

要請校の評判がよく、次年度も再講をリクエス

トされているので、当方としても出来るだけその

ご要望にお応えしたいと考えています。 

国際開発教育の推進事業 
助成金額 

183,750円 

劣悪な環境の中で、女性１人で活躍された

状況に深い感銘を覚えました。 

今回は東南アジアの話でしたが、アフリカ

や中南米の話も是非伺いたいです。   

日本との生活や教育環境の相違に目から

鱗でした。 

特定非営利活動法人奈良国際協力サポーター 団体名 

所在地 〒631-0805 

奈良市右京四丁目9-13 

E-mail：naicos@kcn.jp 

HP：http://web1.kcn.jp/naicos/ 
【団体の設立経緯・目的】 

ＪＩＣＡ青年海外協力隊等のＯＢが結集してＮ

ＰＯを設立したもので、その目的は広く青少年

に海外事情をＰＲするものである。 

【団体の主な活動の内容】 

国際協力のひろば開催事業、グローバル教育

講座他、ＪＩＣＡ青年海外協力隊応募者要請

補助事業 

活動地域

活動テーマ

奈良県全域・奈良市・大和高田市

⑩ 

活動の様子 
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助成事業の成果と今後の展開
地域での来訪者に対するおもてなしの取り組

みの機運が生まれてきました。観光交流プログ

ラム開発会議の提言で言われているように10万

人の方がおいでいただくようなまちになるよう、

一つひとつ着実に取り組みを深めていきたいで

す。 

助成事業の背景と目的       
奈良市法華寺町は、光明皇后が建立した総国

分尼寺である法華寺や海龍王寺といった国宝を

有する寺院が点在しますが、周辺の観光地と比

べると観光客の来訪も少なく、地域住民のまちづ

くりに対する意識も乏しい状態でした。 

そこで、地域住民に地域への誇りを持たせると

ともに、来訪者との「観光交流」を促進するため

の事業が必要となっています。法華寺町を奈良

公園から平城宮跡エリアを結ぶ新たな観光交流

の拠点とするために、多くの人に法華寺町を知っ

てもらうこと、観光交流プログラムを開発すること

を目的としました。 

 

助成事業の実施内容 
11月に実施したウォークラリーには地元小学

生を含む60数名の参加を得、スタッフとして地元

法華寺町の皆さん40人の参加もあり、地元企業

からのおにぎりの提供などの協賛をいただきまし

た。参加者アンケート調査では来年もぜひとの声

もいただきました。 

また、10月から350人を超える観光客の方に

アンケート調査し、観光交流プログラム開発会議

ではその分析と今後の対策にについて討議を深

め、平城宮跡に隣接する法華寺町が奈良公園、

西ノ京エリアと並ぶ観光拠点になるような今後の

行動指針を提言いただきました。 

 

平城宮跡・法華寺町周辺地域における観光交流プログラムの開発 
助成金額 

300,000円 

雨が降っていたが、知らないことが分かっ

て面白かった。また来年も参加したい。 

（参加者・小4男） 

ボランティアで天平衣装を着れて、子ども

たちが喜んでくれよかった。 

（ボランティア）

特定非営利活動法人奈良好き人のつどい 団体名 

所在地 〒630-8253 

奈良市内待原町50 第一ビル２F IBCフォーラム内 

TEL：090-8448－8953 

E-mail：nara_sukibitonotudoi@yahoo.co.jp 

HP：http://narasukibito.web.fc2.com/ 

【団体の設立経緯・目的】 

奈良が持つ歴史、文化、自然を活かした諸事

業を行い、奈良の経済の活性化に寄与するこ

とを目的とする。 

【団体の主な活動の内容】 

首都圏の雑誌、メディア等への情報発信事

業、東大寺薬湯等の頒布活動、法華寺町の

まちづくり支援。 

活動地域

活動テーマ

奈良市

①・②・⑪ 

活動の様子 
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助成事業の成果と今後の展開 
５年間の河川環境調査と３年間のビオトープでのホ

タル幼虫飼育のノウハウの蓄積により、実際の河川へ

のホタルの幼虫放流実験、カワニナの放流増殖実験

と、今後の展開が可能になりました。 

助成事業の背景と目的       
ゲンジボタル、ヘイケボタルが多数生息する地域

はその生態から、その地域の川の水、周辺の土、空気

が良い環境であるとの証明（環境生物指標）とされる

とともに、ホタルは日本人にとって生物の一種と言うよ

り文化に昇華されています。そこで、人口増加による

宅地開発と河川護岸工事でホタルの生息が激減した

生駒で、市民との協働で家庭雑排水の浄化活動を展

開し、ホタルの復活、環境を保全し、市民に憩の場を

提供する活動を展開中です。 

 

助成事業の実施内容 
① 生駒市内の河川のホタル生息に関する環境調査

イ）各河川のホタル飛翔数などの調査 

ロ）各河川の水質調査をはじめとする各種環境調  

   査 

ハ）神田川の災害防除工事後の環境修復状況の 

観察 

ニ）ホタルコンサルティングレベルアップの検討 

② 大規模ビオトープでのホタル、カワニナなどの飼

育実験 

③ ホタル飼育に関する研修会の継続実施、同種活

動グループとの情報交換、並びに現地見学、調

査 

④ 市民へのＰＲ活動並びに関連グループとの協働

活動 

イ）出前講座の開催 

ロ）Ｅｃｏ－ｎｅｔ生駒の自然環境部会への協働参画 

ハ）ホタル観賞会の開催 

ニ）環境フェスティバル、らら♪まつりなどのイベント

会場でのパネル展示、水質検査デモ、ホタルの幼

虫、カワニナ、サカマキガイ、タニシなどの実物展示

ホタルの飛ぶ環境と憩の場の創造 
助成金額 

27,428円 

明日はホタル観賞会、久しぶりに、子ども

とテルテル坊主を作って好天を願ったかい

があったのか天気で、生駒でホタルが見ら

れて親子で感激！！ 

あれ以来、子どもが台所で汚い水は流して

はダメとうるさくなりました。 

（参加者のお礼状より） 

市民公益活動団体「ほたる」団体名 

所在地 〒630-0244 

生駒市真弓3-1-25 

TEL：0743-78-4433 

E-mail：hotaru2008ikoma@yahoo.co.jp 

HP：http://www.geocities.jp/hotaru2008ikoma/ 

【団体の設立経緯・目的】 

竜田川、富雄川にホタルが恒常的に多数飛

び交う地域を創造し、市民が親しみ、楽しむ

場を提供する目的で設立。 

【団体の主な活動の内容】 

①竹林園でのホタルの幼虫飼育実験 ②河

川の環境調査 ③関連グループとの協働活

動 ④市民へのＰＲ活動 

活動地域

活動テーマ

生駒市

⑥・⑭ 

活動の様子 
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助成事業の成果と今後の展開 
幼稚園では、絵本展や読み聞かせで古事記を

身近に感じてもらいます。小学校では古事記のク

イズラリーで、楽しみながら古事記の世界を知っ

てもらいます。中学校では、今まで学校で直接活

動していなかった地域防災組織の方々と学校を

つなぐというふうに、それぞれにあった内容の事

業が出来て、それぞれの事業で協働した団体や

個人と学校のつながりが出来ました。 

人と人のつながりがコミュニティの基本なの

で、今回の事業をモデルに、新たな学校にも広

げて新コミュニティづくりを進めていきたいと思い

ます。 

助成事業の背景と目的       
2011年に東日本大震災が起こり、改めてコ

ミュニティの大切さを考えさせられました。しか

し、町内会に入会しない人も増加傾向で、子ども

会、老人会も存続が難しくなっている大和郡山市

の現状で、既存の自治会組織だけではコミュニ

ティの再生は難しいのでは？と思いました。そこ

で、コミュニティとして機能するのは小学校区単

位が適当だと考え、子どもと大人が日常的に、継

続して交流出来る学校図書館を核にしたコミュニ

ティづくりを試みました。 

 

助成事業の実施内容 
「小学校でやってみよう！あんなことこんなこと」

・ 古代衣装づくり  ・ ポストカードづくり 

・ 避難所生活体験 ・ 炊き出し体験 

「中学校で避難所生活シミュレーション」 

・ 避難所生活体験 ・ 古事記クイズラリー 

「各校のとりくみから学ぶシンポジウム」 

・ 事例発表       ・ 意見交換 

ワークショップ「絵本展示の環境づくり」 

ワークショップ「読み聞かせを始めよう」 

 

学校で地域をつなぐ－古事記1300年紀をきっかけに、地域を知る－ 
助成金額 

424,722円 

・避難所体験で、今までの自治会だけの活

動を学校にも広げる事が出来、今後の防

犯活動にも広げたい。 

・頑張っている方、熱い思いをもっている

方が沢山いることを知り、意欲が湧いた。

・様々な方の意見が聴けて良かった。 

図書館とまちづくりネットワークin大和郡山 団体名 

所在地 〒639-1007 

大和郡山市南郡山町620-26 

TEL：0743-54-5074 
【団体の設立経緯・目的】 

人と人、人と情報を繋ぐ図書館を拠点に、我

が町の歴史や文化を知り、誰もが暮らしやす

いまちづくりを皆で考え、行動する団体 

【団体の主な活動の内容】 

・我が町を知る学習会開催 

・いろいろな団体との交流 

・活動を発信する会報発行 

活動地域

活動テーマ

大和郡山市 

⑪・⑮ 

活動の様子 
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地域（市民）先生とのつながりは、さらなる寺子屋へと

広がり、先生だけでなく、サポーターとして運営を見守

る大人達をも巻き込んだ地域一体型の「まなび支援」

の場としての広がりを見せ始めています。 

 

助成事業の背景と目的       
昔と違い、放課後に子ども達が安心安全に学べる

場がなくなってきています。また地域で子育てをする

という機会も減少しているのが実情です。子ども達が

放課後や夏休みを利用して家庭や学校では経験でき

ない学びを地域（市民）先生をお招きし、それぞれの

寺子屋で体験します。「地域で学び、地域を活用す

る」その仕組みによって大人も子どももみんなが元気

になる町をつくることを目的とします。 

 

助成事業の実施内容 
「文化」「スポーツ」「防災」を3つの柱として、「テニ

ス」「英語（低学年・高学年）」「囲碁」「アウトドア（防

災）」「書道」「夜回り」「スイーツ（食育）」全7寺子屋を

展開。講師には地域の大人（プロ・アマ）・赤十字職員

などを招き、平群町を中心に近隣地区からの参加延

べ人数は大人子ども合わせて323名となり、地域の公

共施設・県立施設を利用しての開催となりました。 

 

助成事業の成果と今後の展開 
各寺子屋では子ども達自身で評価を付ける通知表

「あゆみ」を作成。寺子屋プロジェクトの基本理念の

「生き抜く力」を育むための最低限のルールである「あ

いさつをする、目を見て話を聞く、大きな声で返事を

する、友達と仲良くする」と、各寺子屋での成果目標を

子ども達と家庭で評価してもらい、成果を実感してもら

うと共に、定性的な部分を数値化して評価すること

で、課題を探ると共に、実績として次へつなぐべくデー

タ管理していきます。 

子ども達がつくる未来の町づくり「2012寺子屋プロジェクト」 
助成金額 

211,175円 

●本当に楽しかったようで貴重な体験をさせ

ていただきました。他校のお友だちと触れあ

えた事も良かったです。●色々声を掛けて下

さり、いい環境だったようです。ありがとう

ございました。また機会があれば参加させた

いです。（参加者向けアンケートより） 

へぐりK-FIELD 団体名 

所在地 〒636-0906 

平群町菊美台2-26-6 

TEL：0745-45-2668 

E-mail：h_k-field@kcn.jp 

HP：http://www.heguri-kfield.org/ 

【団体の設立経緯・目的】 

「全ては子ども達のために」を基本理念に主

婦達の手で平成22年設立。子ども達と地域を

結び相互活性化を目指す。 

【団体の主な活動の内容】 

寺子屋プロジェクト継続運営 

キッズテニス寺子屋運営 

平群町総合型地域スポーツクラブ協働参加 

活動地域

活動テーマ

平群町他 

⑨・⑩・⑮ 

活動の様子 
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数の抑制も行えました。 

なお、大会の様子が奈良テレビ放送のニュー

スにも取り上げられました。参加者、スタッフとも

に楽しんで実施でき、次年度の開催も期待され

ています。 

 

助成事業の背景と目的       
地域スポーツの一層の活性化を図り、さらに、

子どもから高齢者までが身近に楽しめるリレーマ

ラソンを通して、各個人の忍耐力、チームの結

束、融和を深め、協力し合う大切さや他者を思い

やる心を養い、また住民の健康維持増進及びコ

ミュニティの役割を担う総合型スポーツクラブを

地域に広く周知することを目的としています。 

 

助成事業の実施内容 
フルマラソンの距離42.195kmを１チーム４人

以上15人以下で構成されたチームが運動公園

の周回コースを約28周タスキリレーで走ります。

 

助成事業の成果と今後の展開 
地域の方々に、総合型スポーツクラブの周知

をすることができました。 

また、チーム内の仲間意識や他者（多世代）へ

の思いやりが高まったのではないかと思われま

す。 

リレーマラソンというスポーツを通じて参加

チーム相互の良い情報交換の機会にもなりまし

た。 

お互いのゴールシーンを喜び合う交流があっ

たり、サプライズでゴール後にマイクパフォーマ

ンスでのプロポーズがあったり、子どもから大人

まで盛り上がりました。測定チップを使用するこ

とで、正確なタイムと周回ラップを計測し、参加

者に還元することができただけでなく、スタッフ人

「まんようリレーマラソン」開催事業 
助成金額 

241,037円 

・計測チップのおかげで、途中経過を

知ることができ、励みになりました。

・ゴール後にランナーからのプロポー

ズを受け、今年の６月に結婚しまし

た。 

特定非営利活動法人ポルベニルカシハラスポーツクラブ団体名 

所在地 〒634-0004 

橿原市木原町227-1 

TEL＆FAX：0744-29-1458 

Email：porvenir@nifty.com 

HP：http://www.porvenir.jp/ 

【団体の設立経緯・目的】 

スポーツを通じて子どもや青少年の健全な育成・

健康増進に寄与するとともに、地域の連帯感・協

調性を育む役割を果たすと考えています。 

【団体の主な活動の内容】 

スポーツの指導や指導者の派遣、スポーツイ

ベントの企画実施、地域スポーツクラブ等の

支援。 

活動地域

活動テーマ

奈良県全域・橿原市 

⑫ 

活動の様子 
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④桜祭りを満開の時に開催できるよう正確にタイミン

グを設定し、より多くの地域住民が参加出来るよう

にしたいです。 

助成事業の背景と目的       
秋篠川源流は、高齢化が進む住宅地にあって自然

が残る貴重な空間ですが、心無いゴミの投棄もあって

必ずしも良い環境とは言い難いです。そこで、地域の

会員・有志等で、秋篠川を毎月１回清掃するとともに、

堤防の桜並木(154本)を保全し、川の環境維持を図り

ます。 

また、燈火さくら祭り等を開催して、地域をふれあ

い、いこい、ときめきの場としていきます。 

 

助成事業の実施内容 
①秋篠川クリーンキャンペーン(清掃)の実施 

280人参加（H24 ４月～H25 ２月）  

②秋篠川燈火さくら祭りの開催 400～500人参加 

③親子川あそび大会の実施 親子120人参加 

④児童の環境啓発標語を154本の桜の幹に掲出 

⑤水辺ウォーキング実施 42名参加  

⑥講演会開催 29名参加  

⑦桜木の剪定 154本 延べ58人 参加  

⑧桜里親の名札更新 154か所        

⑨桜里親懇親会の開催 30人参加 

 

助成事業の成果と今後の展開 
①環境啓発標語を近隣３小学校４年生全員(216人)に

書いてもらい、児童の環境意識を高めることが出来

ました。また、小学生が自発的に毎月清掃活動に

参加するようになりました。 

②堤防を散策したりジョギングする人が増え、魚や

鳥、桜等が地域共通の話題になっています。 

③今後は清掃活動への参加者をもっと増やしたいで

す。(現在毎回30人程→40人超に) 

秋篠川環境保全並びに地域交流促進事業 
助成金額 

396,827円 

地域と温かく繋がり、里桜を愛して下さる役員や

里親の皆さん、日々お世話ご苦労様です。お陰で

今年も子らが揃って花を開かせたことを喜び、親

子それぞれの努力に拍手を送ります。 

登美ケ丘に命さだめて里桜 

  花の絆を永久に紡げよ 不尽 (桜里親) 

秋篠川源流を愛し育てる会 団体名 

所在地 〒631-0004 

奈良市登美ケ丘6-1-16 

Tel：0742-43-2935 
【団体の設立経緯・目的】 

秋篠川の貴重な自然を守る。堤防に植樹した

桜を守り 地域をふれあい・いこい・ときめき

の場にする。 

【団体の主な活動の内容】 

①秋篠川の清掃（第3土曜日、1.3km） ②燈

火さくら祭りの開催 ③親子川あそび大会の

実施。④児童環境標語を桜幹に掲出(154本)

活動地域

活動テーマ

奈良市

⑭ 

活動の様子 
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それとともにチームワークや友情も芽生え、性格形成の

上でも彼らは貴重な体験をしたと思います。責任感も養

われたようです。留学生を支援しながら外国人に役立つ

生活情報の小冊子を作成し外国人に適切な情報を届け

外国人にとって住みやすい地域になり、日本をもっと好

きになってもらえるように日々外国人とコミュニケーショ

ンを図り彼らと地域の架け橋になれるようなことを計画し

たいと考えています。 

助成事業の背景と目的       
今までたくさんの外国人や留学生と接してきて、彼ら

の最大の心配が病気になった時の不安です。体調が悪

い時、病院に行こうか、行くまいかまず考えるそうです。

その理由は言葉が通じにくい、微妙な言葉が伝えられな

い。そして日本は医療費が高いので診療せず放置してし

まい、病気が重症化してしまう等から少しでも日本に住

む外国人が安心な生活が送れることを目的として医療

用語本を作成しました。 

 

助成事業の実施内容 
日常罹りやすい病気・症状・病院に行った時伝わりにく

かった言葉等を地域に住む外国人に聞き取りをして、便

利に使える言葉を選び英語、韓国語、中国語、ポルトガ

ル語の病気の手引本を作成しました。７月の第一回目の

ミーティングから掲載する言葉の選定に時間がかかり、

掲載数が多いと複雑になるということで、最終的にはとて

もシンプルなパッと開いて分かりやすい本に仕上げまし

た。言葉の意味の指導や内容のチェックを専門の医師に

指導を受けて完成させました。 

 

助成事業の成果と今後の展開
作成の過程で言葉の壁や生活習慣の違いでかなり苦

労しましたが、当初の目的どおり持っていて安心の本が

出来上がりました。部数の都合で広範囲に配布できな

かったことが残念です。去年のガイドブックを参考にし、

英語を大幅に増刷し少しでも多くの国の外国人に対応で

きるように工夫しました。本のタイトル、構成、レイアウト、

挿絵などすべて各国担当の留学生が編集しました。彼ら

もまた言葉の奥深さを知り、堪能なはずの日本語につま

ずき、とても苦労したようです。 

We Love 元気！ 
助成金額 

492,460円 

・中国ではギリギリ、グルグル等の擬音語がないので訳すの

に苦労しました。(中国留学生） 

・日本は医学が進歩しているので予防注射の名前が難しかっ

たです。(韓国留学生) 

・日本の細かい表現がとても勉強になった。(ブラジル留学生)

・患者目線の内容でしたがもっと医師目線の言葉も掲載した

かったです。 

・微妙なニュアンスの言葉を理解してもらうのが大変だった。

（日本人スタッフ）

特定非営利活動法人ふぁみーりぁ 団体名 

所在地 〒634-0845 

橿原市中曽司町105-12 

TEL：0744-49-6616 
【団体の設立経緯・目的】 

外国人と日本人が交流することで外国人が住みやすい地

域にし、異文化交流をすることでお互いの国の見聞を広

める。外国人に日本をもっと好きになってもらうことを目的

とする。

【団体の主な活動の内容】 

留学生が講師の語学教室、留学生主催の料理教室・交流

会や翻訳・通訳など地域のコミュニティの場づくりを行っ

て、外国人と地域の人々との架け橋になっている。 

活動地域

活動テーマ

奈良県全域 

⑬ 

活動の様子 
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助成事業の背景と目的       
邪馬台国の最有力地とされる纒向遺跡。このエリア

に特化した仮想美術館「デジタルミュージアム」を開

設し、地域振興に寄与します。 

 

助成事業の実施内容 
桜井市纒向学研究センター、奈良県立橿原考古学

研究所附属博物館、滋賀県立近代美術館、ＮＨＫ等

からの資料とデータの提供により、デジタルミュージア

ムを構築しました。 

また、地元の商工会婦人部によるショップや企業の

取り組みなど、地域の情報も紹介しています。 

 

助成事業の成果と今後の展開 
平成25年６月21日、文化庁は纒向遺跡の２カ所を

国の史跡に指定しました。今後遺構は保存され、開発

に厳しい規制がかけられます。３世紀前半では国内最

大の大型建物跡が見つかった辻地区は「卑弥呼の宮

殿か」と注目され、多くの考古学ファンが、いまだ訪れ

ます。 

纒向遺跡はまだまだ遺構全体の２％ほどしか調査

はされていません。今後とも、発掘の成果をできるだ

けわかりやすくデジタル画像で展示し、ユーザーの期

待に応えたいと思います。 

また、セミナーやシンポジウムを開催する機会を設

けるなど、積極的な情報発信を心がけ、地域の活性

化にも寄与したいです。奈良県の記紀万葉プロジェク

トとのリンクも検討中です。 

 

「ヤマト・纒向 デジタルミュージアム」の構築と活用 
助成金額 

500,000円 

ヤマト王権発祥の地である纒向遺跡から

発掘された様々な考古学資料を、大画面の

デジタルデータで紹介していて、とても興

味深い。今までに無かった手法だ。邪馬台

国の有力所在地としての纒向のとらえ方

にCGを使うなど、面白い。 

一般社団法人やまと文化フォーラム 団体名 

所在地 〒630-8115 

奈良市大宮町5丁目8番20-701 

E-mail：honde@netz.co.jp 
【団体の設立経緯・目的】 

日本の歴史の始まりである奈良。自然や風土

歴史を文化遺産として、その素晴らしさを発

信することによって地域振興を考える。 

【団体の主な活動の内容】 

万葉集を現代の映像表現でとらえる「万葉律」

アートフェスティバル。5年25回に及ぶ文化講

演会。観光振興のための諸業務など。 

活動地域

活動テーマ

奈良県全域 

⑪ 

活動の様子 

デジタルミュージアムのトップ画面 

http://makimuku.jp/ 
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多くの日中交流事業が取りやめとなっていった中

で、「上海市障害者芸術団」を奈良に迎えること

ができたのは奇跡であり、33年に渡る友好交流

事業の成果と言えます。「わたぼうし音楽祭」は、

当会が1976年より毎夏実施しているメイン事業

で、障害のある人たちの詩を通して、奈良から全

国へ、世界へメッセージを発信し続けています。

今後も障害のある人たちの芸術文化活動を通し

て、中国のみならずアジアへ、世界へ友好のネッ

トワークを広げていきたいです。

助成事業の背景と目的       
たんぽぽの会は上海市と芸術文化活動を通し

た交流を33年間に渡り実施しています。日中国

交正常化40周年を記念し、中国から上海市障害

者芸術団を奈良に迎え、公演及び情報交換を行

うことで、日中の芸術文化交流を図るとともに、

日中の障害のある人たちの芸術文化活動を通し

た社会参加及び可能性について確かめ合うこと

を目的としました。 

 

助成事業の実施内容 
上海市障害者芸術団は、上海市障害者連合

会に所属するアマチュアの芸術団体です。身体

障害、視覚障害、聴覚障害など、様々な障害の

ある人たちで構成されており、専門家のレッスン

を受け、日々活動しています。今回は、障害のあ

る人たちの詩を歌う「第38回わたぼうし音楽祭」

に特別出演いただき、レベルの高い舞台パ

フォーマンスを紹介するとともに、「日中障害者

芸術文化会議」を開催し、日中の障害のある人

たち、さらにはアジアの障害のある人たちの芸術

文化活動を通した社会参加及び働き方における

話し合いを実施しました。 

 

助成事業の成果と今後の展開
現在、日中外交は尖閣諸島問題など多くの課

題があり、国レベルでは友好関係にあるとは言え

ません。 

日中国交正常化40周年記念 上海市障害者芸術団公演 
助成金額 

500,000円 

上海市障害者芸術団のパフォーマンス

に感動しました。特に聴覚障害のある

人たちのダンスは耳が聞こえないとい

う障害を感じさせない素晴らしさでし

た。京劇も車いすダンスも楽器演奏も

歌も素晴らしい。あっぱれ！ 

奈良たんぽぽの会 団体名 

所在地 〒630-8044 

奈良市六条西3-25-4 

TEL：0742-43-7055 FAX：0742-49-5501 

E-mail：wataboshi@popo.or.jp 

HP：http://popo.or.jp 

【団体の設立経緯・目的】 

障害のある人たちの自立の家づくり運動をきっか

けに、現在は誰もが自分らしくいきいきと暮らすこ

とのできる社会の実現を目的としている。 

【団体の主な活動の内容】 

障害のある人たちの芸術文化活動などを通した地

域交流、国際交流活動及びボランティア活動を通し

た人づくり、仲間づくり、まちづくりのための活動。 

活動地域

活動テーマ

奈良県全域 

②・⑧・⑪・⑮ 

活動の様子 
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 有効性が実証されたこの仕組みを使って、参加者だけ

ではなく、スタッフも一般市民から募り、「市民とともに省

エネ／CO２排出削減への取り組み」を展開します。キー

ワードを「市民節電所をつくろう！」で、奈良市だけでは

なく他の自治体での展開を目指します。 

助成事業の背景と目的       
家庭部門(市民)のCO２排出削減・節電・省エネ（以下

省エネと呼ぶ）が強く求められていますが、あまり進んで

いません。それは、市民の省エネ行動を適切に支援する

政策がないことによると考え、国内初の「市民の省エネを

支援する仕組み」を提案しました。その仕組みを１年間

実施し評価する社会実験を行い、この結果を踏まえ改良

した仕組みを具体化し、市民の省エネを促進し、家庭部

門のCO２排出削減に寄与することを目的とします。 

 

助成事業の実施内容 
前年度の助成事業としてスタートさせた上記社会実験

（23年７月～24年６月）を６月まで予定通り続け、１年間

の電気・ガス使用量削減をCO２量に換算し買い取り、表

彰式で終わります。その後、結果を解析し、それを踏ま

え改良した仕組みを構築します。これらをまとめ、報告書

の発行や学会発表などで広く公表します。 

 

助成事業の成果と今後の展開 
社会実験は予定通り終わりました。結果は確かな数値

として捉えられ、多様な市民（39グループ、254余世帯）

が参加し、全員１年間活動を続け、前年比62ﾄﾝ（8.1%）の

CO２排出削減を実現するなど、本仕組みの有効性を実

証しました。例えばグラフのように、一般より数パーセン

ト高い削減率を示しました。社会実験終了後も継続を希

望する市民（11グループ、69世帯）と25年６月までの予

定で仕組みに従った省エネ活動を行っています。 

この活動は「低炭素杯2013」のファイナルプレゼン

ターに選ばれ（申請者1300団体の中から40団体に）、全

国大会でプレゼンテーションを行う機会を得るなど対外

的にも評価されました。 

 

市民の省エネに向けた取組を支援する仕組みづくり（part2) 
助成金額 

500,000円 

１年間の社会実験を終った気持ちとしては「省エネ

ができ、社会に貢献できた」「1年間よく頑張った」

「仲間と一緒にやれたので楽しかった」「家族みん

なでやれて良かった」などが多く、また取り組みが

１年間続けられた要因として、「毎月使用量を報告

することを約束したから、また報告が遅れた時、催

促があったから」「グループでの連携」などが多い

意見としてあった。(参加者アンケートから) 

奈良市地球温暖化対策地域協議会 団体名 

所在地 〒630-8580 

奈良市二条大路南1-1-1 

奈良市環境政策課（協議会事務局） 

TEL：0742-34-4933 
【団体の設立経緯・目的】 

市民・事業者・行政などが協働し、地球温暖

化防止に寄与することを目的とし、2008年10

月に設立。 

【団体の主な活動の内容】 

会員の協働のベースとして全体会合を開催、

省エネ・３Ｒ推進・環境教育などのプロジェクト

に取り組む。 

活動地域

活動テーマ

奈良市

⑮ 

活動の様子 
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助成事業の背景と目的       
年々なくなり風化していく戦争の悲惨さと平和

の尊さを香芝市民とりわけ子どもたちに伝え平和

への願いを高めようと、紛争や戦争のパネル展

示や映像、体験談等の事業を通して平和を推進

し、広く社会に貢献すること、社会教育の推進を

すること、子どもの健全育成を図ることを目的と

します。 

 

助成事業の実施内容 
８月６日（月）原爆被害者追悼の会を被爆者を

お招きして実施し、80人参加、また10月に戦争

展を13日（土）14日（日）の両日開催し、延べ500

人の参加がありました。香芝市内の方に戦争体

験談や遺品の提供を呼び掛け、市内に定着して

います。展示品は、450点に上ります。 

 

助成事業の成果と今後の展開 
市内の戦争遺跡リーフ作成し市内の小学校に

配布しました。合唱組曲「ぞう列車」を個人、団体

に参加を呼びかけし、文化活動と反戦平和を主

体的に学べる機会となりました。もっと若い世代

の関心に合わせた参加しやすい企画を考えたい

と思います。 

NPO平和のための香芝戦争展開催事業 
助成金額 

432,796円 

・次世代に引き継いでいかなければと思う

立派な作品展です。 

・家族を残して戦争（戦地）へ出るときの

無念さを改めて実感した。 

・お互いどうしたら譲り合えるか平和に生

きていけるか考えあう必要がある。(父の

戦争の写真などが残っているので)次回

展示していただきたい。 

（アンケートから一部紹介） 

特定非営利活動法人平和のための香芝戦争展団体名 

所在地 〒639-0226 

香芝市五位堂4-290-4 

E-mail：rjyqf418@leto.eonet.ne.jp 
【団体の設立経緯・目的】 

平成１３年第１回戦争展実施、以降毎年度戦争展実施。

年々なくなり風化していく戦争の悲惨さと平和の尊さを香

芝市民とりわけ子どもたちに伝え平和への願いを高める。

【団体の主な活動の内容】 

年間を通じて市内戦争遺跡めぐりや８月６日原爆被

害者追悼の会、８月もしくは９月の夏を基本に平和の

ための戦争展を土、日曜日の両日に開催。 

活動地域

活動テーマ

香芝市

⑨ 

活動の様子 
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助成事業の背景と目的       
誰もが必要な情報を入手しやすく、気軽に参加

でき、生活向上で役立ち、なかなか家から出る機

会がなかった方々にとって、一人ひとりが元気にな

れる地域づくりを目指します。サロン活動や演芸会

を行っていくことで、障害のある方もない方もコミュ

ニティによる社会参加の場や働く場を得ることがで

き、元気な地域・元気な社会が生まれることを目的

とします。 

 

助成事業の実施内容 
毎月第３日曜日に、なら風演芸会となら風サロン

を実施しました。また、１月より毎月第１・３土曜日

に養護学校生向けなら風PC教室を実施しました。 

 

助成事業の成果と今後の展開 
障害者の社会参加の機会はまだまだ不十分で

あり、障害者の地域の居場所を確保しながらも、表

面化しにくい課題を社会に伝える上でもよい啓発の

機会ともなりました。 

障がいのある方もない方も集う地域の憩いの場「なら風サロン」事業 
助成金額 

500,000円 

特定非営利活動法人地域活動支援センターぷろぼの 団体名 

所在地 〒630-0257 

奈良県生駒市元町2丁目1-19 

元町ストレートビル１階 【団体の設立経緯・目的】 

障がいを持つ方が尊厳や生きがいを持って

地域社会で暮らせるよう、就労に必要な技術

習得や就労支援を行う。 

【団体の主な活動の内容】 

・障害者就労移行支援事業 

・障害者就労継続Ａ型事業 

・なら風サロン事業        他 

活動地域

活動テーマ

奈良市・生駒市・橿原市 

④・⑧ 

活動の様子 

障がいのある方の地域での活躍の場を

提供できるサロン型のイベント開催を

行い、視覚に障害がある方々のコンサー

トや、養護学校に通う生徒さん向けのPC

教室を開催することで、余暇活動として

の場所づくりや社会学習の場づくりに

なり、多くの方々の参加もあり、盛況に

運営が行うことができました。ありがと

うございました。 
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助成事業の成果と今後の展開
受講者は、非常に熱心に受講してくれ、当初の目的

を達成出来たと思われます。今回は、一般の受講者

以外に当協議会会員（35名）のうち22名が、自己研鑽

のために積極的に受講参加しました。受講者のほと

んどが地域活動に前向きで、今後、地域活動に関し

て、健康・生きがいの面からでの模索のヒントを得た

様です（終了後の感想から）。しかし、講座内容が広範

囲に及んでいたため、概論的な内容になってしまいま

した。今後もこの事業を継続する上から、話題の焦点

を分割し、もう少し具体的で実践的な内容を多く含ん

だ講座にしたいと考えています。

助成事業の背景と目的       
この事業は、中高年を主な対象に、「健康日本21

（第２次）」の基本方針をもとに、「健康寿命の延伸と健

康格差の縮小」を重要課題として設定しました。「健康

で生きがい」のある社会生活を過ごすための手段や

考え方を提供し、本人のみならず、地域社会活動にも

発展させることが期待できます。中高年齢者や現役

引退（定年退職）者などに、「健康で生きがい」のある

生活をしてゆく方法や手段を知ってもらい、地域社会

で仲間とともに生き生きとした活動を見つけ、更に、地

域社会で活躍するリーダーを数多く輩出することを目

的とします。 

 

助成事業の実施内容 

「健康と生きがい」に関する講義を中心に、一日に２

講座(90分/講座)、合計12講座を７日間にわたり実施

しました。「健康日本21（第２次）」の説明、「介護と介

護予防」、「認知症予防」、「生活習慣病とその予防」、

「食（栄養）と健康」「東洋医学と健康」「こころの健康づ

くり」、「ボランティア活動」、「地方自治と地域活動」な

どをテーマに展開しました。本講座のキーワードは、

「健康」「生きがい」「健康寿命」「健康格差」「高齢化社

会」「地域活動」「ボランティア」「中高年」「協働」「新し

い 公 共 」 な ど で す 。 座 学 中 心 で し た が 、 一 部 、

「ディスコン
※

の説明と実技」や「歴史散策ウォーキン

グ」なども取り入れ、一般受講者および当会員受講者

など延100名程の参加者がありました。 

 
※「ディスコン」とは… 

スポーツの一種（右写真） 

「健康・生きがい塾」 
助成金額 

129,220円 

・“生きがいがあり、前向きに生きる”、“そのモチ

ベーションを持ち続ける”には、健全な「身体・心・

頭」が必要であることを改めて感じました。有難う

ございました。 

・主婦だけの人生でしたが、健康についていろいろと

勉強させていただきましてありがとうございます。

これからも宜しくお願い致します。 

（参加者アンケートから）

一般社団法人奈良県健康生きがいづくり協議会 団体名 

所在地 〒631-0046 

奈良市西千代ケ丘3-12-33 

TEL：0742-45-0122 
【団体の設立経緯・目的】 

中高年齢者の健康づくりと生きがいづくりに関

して相談・助言・支援する。平成７年設立、平

成24年一般社団法人化。 

【団体の主な活動の内容】 

健康生きがいづくりに関する講座・講演会・研

修会・イベントの企画・実施・講師派遣事業を

行う。 

活動地域

活動テーマ

奈良市

⑥ 

活動の様子 
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助成事業の背景と目的       
災害時の被害状況は地域ごとに異なるといっ

た観点から、住民が作り住民が実行する地域減

災活動及び災害時初動行動計画を作成すること

を目的とします。 

 

助成事業の実施内容 
実効的防災計画の策定を行うために過去の教

訓と伝承を抽出した生活者視点の防災アクショ

ンプログラムを作成します。五條市・十津川村等

被災地におけるアンケート調査を実施し、多様な

主体からなるプラットフォームにてワークショップ

を実施します。 

 

助成事業の成果と今後の展開 
５つのテーマに対し12個のアクション目標、

101個のアクション項目を設定しました。約30

ページの冊子にまとめ随時配布しています。今

後も引き続き自助・共助の推進を図るべく、新た

に設置された災害対策関連法に基づき、新しい

地域減災計画の作成に取り組みたいと思いま

す。 

災害から得られた教訓と伝承を抽出し、復興・減災を促進するための

多様な主体によるアクションプログラム作成 

助成金額 

500,000円 

報道では知ることの出来ない被災地の現実

を知ることが出来、防災の大切さを改めて

感じることができました。（30代・女性）

地域環境を知り、災害を知り、被害想定を

実施する。非常に有意義な経験をさせて頂

きました。繰り返しの実施を希望します。

（60代・男性）

一般社団法人安全まちづくり自主協議会団体名 

所在地 〒631-0034 

奈良市学園南1丁目7番16号 

TEL：0742-31-6661 
【団体の設立経緯・目的】 

新しい公共を担う人材の育成。地域安全・社

会福祉に関する調査研究・地域活動の促進

他。 

【団体の主な活動の内容】 

安全・安心まちづくりに関わる人材の育成。災

害支援。安全教育。地域活動の促進支援。 

活動地域

活動テーマ

奈良市・十津川村・五條市他

⑬・⑮ 

活動の様子 
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ント効果により宿泊観光客の増加に繫がり、災害復興

の一助となりました。（温泉旅館等の宿泊観光客実績

は、216名 前年比81人増（60％増）

② マラソン大会への参加申し込み者数が、過去２番

目に多い数（520名）となり、イベント全体への波及効

果にも貢献し地域の活性化に寄与いたしました。（前

年比 139名増 36％増） 

今後は、更に前夜祭イベントの魅力出しと、マラソ

ン大会への参加者が増加するようにスポーツ愛好家

の方々のニーズにも応え、地域ならではの魅力あるマ

ラソン大会を目指したい。そして、１日も早い復興に寄

与できるようなイベントを創りあげたいと思います。 

助成事業の背景と目的       
平成23年９月の紀伊半島大水害により、村は大き

な被害を受けました。国道やライフラインの復旧工事

は終了しましたが、未だにアクセスが不安定で雨量規

制による通行止めも頻繁に発生しており、このような

影響もあり、観光客の入り込みは大きく減少しており

ます。 

このような状況から一日も早く活力を取り戻す為に

は、誘客に向けた取り組みとして目的を持って来訪し

ていただく動機付けが必要です。 

そこで、スポーツの力を活用し地域を元気に出来

ないかと考えました。 

従来開催しております、十津川温泉郷「昴の郷」マ

ラソン大会の前日にイベント（前夜祭）を開催すること

により、滞在時間を延ばし、宿泊観光客の増加と、マ

ラソン大会をより魅力ある内容とし参加選手の集客に

も寄与するイベントを目指します。 

 

助成事業の実施内容 
昴の郷マラソン大会の前日に十津川温泉「ホテル

昴ロビー」にて、高石ともやさんのコンサート（歌＆トー

クショー）を開催。また地元の特産品等が当たるお楽

しみ抽選会も実施。 

マラソン大会の会場内では、ともやさんとのふれあ

いジョギングと、地元のきのこ汁サービスを行い、イベ

ントの最後には冬の時期としては初めて行う花火を打

ち上げ、前夜祭を盛り上げました。 

 

助成事業の成果と今後の展開
今回の事業実施による成果は、次の２点です。   

① 災害以後、宿泊観光客が少ない状況の中で、イベ

十津川温泉郷「昴の郷」活性化イベント 
助成金額 

359,810円 

高石ともやさんと、一緒に走れた事、また

楽しいトークショーや歌を聞かせていただ

き大満足です。花火もこのような近くで見

たのは初めてです。このようにすばらしい

花火とは驚きました。また是非、次回のマ

ラソン大会にも参加したいです。 

(イベント参加者の感想) 

昴の郷マラソン大会実行委員会 団体名 

所在地 〒637-1559 

十津川村大字重里823番地 

TEL：0746-66-0249 
【団体の設立経緯・目的】 

十津川温泉「昴の郷」のＰＲとマラソンを通じ

て子どもからお年寄りまでのスポーツ振興を

目的とする。 

【団体の主な活動の内容】 

十津川温泉・昴の郷をメイン会場とした、（１．

５キロ）～（ハーフ）まで４種目のマラソン大会

を開催。 

活動地域

活動テーマ

十津川村 

②・⑫ 

活動の様子 
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今後は、近くにある２か所の“きのこ生産施設”

（きのこ生産組合とみやび園）等との連携も視野

に入れながら、災害からの復興の一助となれる

よう通年利用可能な施設を目指します。 

助成事業の背景と目的       
山の家のある大字上湯川は十津川村内でも

山奥の遠隔地で過疎、高齢化に悩む典型的な集

落です。住民は地域に対する愛着の強い特有の

文化を有しています。空き家を改修し、“昭和初

期の頃の薪での生活体験”を提供することで都

市との交流を深め、地域振興を図ろうとするもの

です。 

 

助成事業の実施内容 
地域の方々の協力を得ながら施設設備を整

え、ホームページ、チラシ、ポスターにより啓発

活動を展開すると共に、関係者にチラシをダイレ

クトに送り事業推進を図りました。 

事前の申し込みにより受付を行い、体験者自

ら食材を持ち込んで調理し、薪をエネルギーとし

た生活体験ができる施設を提供しました。 

 

助成事業の成果と今後の展開 
薪で火を起こすことの少ない今日ですが、生

活の源である火を起こす体験は大変好評でし

た。 

平成23年９月に発生した紀伊半島大水害によ

り村を訪れる観光客が激減するなかで、「山の

家」の取り組みは、遠隔地でも地域の特性を活か

した取り組みが可能であると感じました。 

空き家活用事業 山の家「入谷」 
助成金額 

451,416円 

全てが初めての事ばかりで、子ども達

がひとまわり大きく成長した気がしま

す。 

今までで一番充実した良い休暇だった

と皆が言っていました。また、利用し

たいです。 

入谷活性化協議会 団体名 

所在地 〒637-1559 

十津川村大字上湯川558-2 
【団体の設立経緯・目的】 

地域の特性を活かし空き家を改修し、昭和初

期の生活体験を提供することで集客を図り地

域の活性化を図ろうとするものです。 

【団体の主な活動の内容】 

生活体験者の受け入れと生活体験の実際指

導及び交流。 

活動地域

活動テーマ

十津川村 

② 

活動の様子 
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助成事業の成果と今後の展開
当日は、避難所招待者を含む500人を超える

方々にご来場いただき、大盛況の中、無事に終

えることができました。会場全体が盛り上がり、

県民を元気づけることができました。 

今後は、地域からのメッセージを発信し、地元

の学生と共に創り上げる音楽祭として、五條市の

まちづくりに貢献できる文化事業の継続を目指し

ていきます。 

助成事業の背景と目的       
平成23年９月に起こった紀伊半島大水害で

は、奈良県南部・東部地域を中心として大きな被

害に見舞われました。「災害に強く、希望の持て

る」地域を目指し、吉野川流域の五條市で暮らす

県民を明るく元気づける音楽祭を開催し、また音

楽祭を軸に五條市のまちづくりに貢献できる文

化事業の継続を目指します。 

 

助成事業の実施内容 
今までの「あかねライブ」の構成に、ステージ

を活用し、地元の学生による復旧・復興テーマの

ステージ・コンテンツを追加、「災害に強く、希望

の持てる」地域からのメッセージを発信しました。

そして、五條市に避難されている被災者の皆さ

んをご招待して、学生たちからの元気メッセージ

として、復興支援のエールを送って一緒に歌いあ

げました。 

出演は、県立五條高等学校のコーラス部の皆

さんにお願いして、事前に放課後プロジェクトとし

てプロの音楽家によるクリニックを開催し、課題

曲の演奏を「あかねライブ」の特設ステージで披

露していただきました。 

 

復興支援メモリアル音楽祭「あかねライブ２０１２」 
助成金額 

500,000円 

空があかね色に色付いた頃、五條新町のイメージ

ソング「時空を超えて」が演奏され、松明に火が

灯されました。復興に向けた「ガンバレ」のメッ

セージが浮かび上がります。そして、五條高校

コーラス部の女子がステージに現れ「翼をくださ

い」を演奏！笑顔で元気に声を出す女子を見て、

会場の盛り上がりも最高潮です♪ 

あかねライブ実行委員会 団体名 

所在地 〒637-0061 

五條市中町55 

HP：http://www.neo-foods.jp/akanelive_2012/ 【団体の設立経緯・目的】 

“吉野川を借景に空が茜色に染まる夕暮れ時

に音楽を楽しむ”をテーマに五條市ならでは

のロケーションで開催する音楽イベント。 

【団体の主な活動の内容】 

五條市の有志たちが中心となって実施してい

る「あかねライブ」は、今年で７回目の開催を

迎えました。 

活動地域

活動テーマ

五條市

⑪ 

活動の様子 
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前回の問題点の改善がうまくいったことや、来場

者の“ファン化”がより進んだことなどから、集客

の見込める暖かい時期に３回目の公演を行いま

す。 

助成事業の背景と目的       
奈良県南部には様々な観光資源が存在しま

すが、まだまだ全国的に知られているとは言い

難い状況です。 

五條での文楽の上演を核に、歴史的、文化的

にゆかりのある地域をツアーでめぐり、それらの

魅力を県外の方々にアピールします。 

また同時に紀伊半島大水害で被害を受けた

地域を実際に見ていただくことで、その被害の大

きさと現在の復興状況を知ってもらい、この災害

について、改めて考えることを目的としていま

す。 

 

助成事業の実施内容 
「物語ゆかりの地で、劇場ではありえない間近

で舞台が体感できる」をコンセプトに、文楽の人

気演目を五條のまちやにて公演します。また翌

日は藤岡家住宅、五條市立博物館、吉野山を廻

るツアーとの組み合わせで広域的に南和を楽し

んでいただきます。 

 

助成事業の成果と今後の展開 
前回に引き続き、今回も題材としては南和地

域を取り上げ、翌日のオプショナルツアーも「義

経千本桜」の舞台である吉野山へ行き、県外の

方に南和地域をアピールすることができました。

前回に比べ見易さ、防音に注意を払った点も好

評でした。 

町家浄瑠璃「義経千本桜」＆五條・吉野めぐりツアー 
助成金額 

500,000円 

特定非営利活動法人大和社中 団体名 

所在地 〒637-0042 

五條市五條3丁目1-23 

TEL：0747-26-6677 

FAX：0747-26-5055 

E-mail：yamatosyatyu@gmail.com 

【団体の設立経緯・目的】 

五條のまちの価値を見直し、保全・活用のための事業を実施

することで、個性と情緒にあふれ、住民が健全で安心できる

まちづくりを行い、まちの活性化に寄与することを目的とす

る。 

【団体の主な活動の内容】 

・五條市老人憩の家の管理委託業務 

・「まちや館」の管理委託業務 

・五條市伝承館への「まちなみ案内人派遣業

活動地域

活動テーマ

五條市

②・③・④・⑪・⑬・⑭・⑮ 

活動の様子 

「文楽劇場にはない、臨場感溢れる演技を

楽しむことができた」という声が多く、来

場者に満足して頂くことができた。 

また、実際に大塔の被災現場を見ていただ

くことで県外では取り上げられることの

少なくなった紀伊半島大水害の傷跡を実

感してもらうことができた。 
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助成事業の成果と今後の展開 
地域特産品をインターネット上で発信する等、

パソコンの楽しさを知って、シニアの活力で地域

を元気にすることに繋がったと考えられます。 

今後、「情報の過疎地」の解消・地域コミュニ

ティの維持のためにますますICTの活用が必要

不可欠になってくることを確信しました。 

今後も機会があれば、支援していきたいです。

助成事業の背景と目的       
紀伊半島大水害被災地域においてパソコンや

インターネット等のICT
※

を利活用することで、情報

や地域でのつながりを強化し、希望の持てる地

域コミュニティづくりに寄与することを目指しま

す。 

 

助成事業の実施内容 
■第一会場：五條市（岡口） 

① 10/21(日) pm ・パソコン何でも相談 

② 11/ 4(日) pm ・インターネットを楽しむ 

③ 11/18(日) pm ・写真入り年賀状作り 

■第二会場：五條市（阪本） 

① 10/22(月) am ・パソコン何でも相談 

② 11/ 5(月) am ・インターネットを楽しむ 

③ 11/19(月) am ・写真入り年賀状作り 

■第三会場：野迫川（北股） 

① 10/22(月) pm ・パソコン何でも相談 

② 11/ 5(月) pm ・インターネットを楽しむ 

③ 11/19(月) pm ・写真入り年賀状作り 

 

 

 

 

 

 

 

 
※「ICT」とは…  「情報通信技術」のこと 

ICTの利活用により、地域を元気にする 
助成金額 

428,170円 

・教えて頂いて時間の短縮が出来るのに

びっくりしました。おかげ様でパソコン

楽しくなりました。 

・こんな機会があれば是非やりたいと思い

ます。 

・インターネットの安全な楽しみ方と年賀

状が出来て良かったです。 

特定非営利活動法人電子自治体アドバイザークラブ 団体名 

所在地 〒630-8115 

奈良市大宮町7丁目2番23号  

三和佐保川ビル4F 406号室 
【団体の設立経緯・目的】 

ICT/GISの利活用により、地域を活性化して、

市民生活の向上と情報化社会の発展に寄与

する。 

【団体の主な活動の内容】 

①自治体情報化支援、②学校教育の情報化

支援、③パソコン力の向上、④市民の情報リ

テラシー向上支援 

活動地域

活動テーマ

奈良県全域 

⑮ 

活動の様子 

五條市岡口仮設住宅 

 

野迫川村北股仮設住宅 



 

奈良県くらし創造部協働推進課 

平成 25 年 9 月 

〒630-8501 奈良県奈良市登大路町 30 番地 

TEL 0742-27-8715 / FAX 0742-27-6139 

E-mail kyoudou@nvn.pref.nara.jp 

奈良ボランティアネット http://www.naravn.jp/ 

 

 
 
 
 

 
NPO・自治会など、社会や地域の課題解決に取り組む団体を支援してください。 

あなたの寄付が、より良い社会づくりのための原資となります。 

皆さまの寄付を心よりお待ちしております。 

（奈良県地域貢献サポート基金ホームページ）http://www.naravn.jp/kikin/ 

 

 
 
 
 
 
 


