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ニュース

新生！「アイ・あいロビー」
あらゆる市民活動を総合的にサポートする活動拠点施設
ボランティア・市民活動センターがスタート
近年、少子高齢化や核家族化、また大規模災害発生時の課
題や地球規模での環境問題など、地域社会が抱える課題は複
雑、多様化する中、こうした課題を自発的かつ非営利で解決
しようとする市民活動が活発化しており、これからの地域社
会を支える大きな原動力となっています。
これからは、ＮＰＯ法人を含め広く市民活動をしている団
体に対する相談、支援体制を構築し、より活発な市民活動が
できる体制づくりを行なう必要があることから、「アイ・あ
いロビー」は、今年度からボランティア活動だけでなく、任
意の市民活動団体やＮＰＯ、町会・自治会等の地縁団体を含
むあらゆる市民活動を総合的にサポートする活動拠点施設
として、新しくスタートしました。
本情報誌も、
「アイ・あいロビー」の運営組織の改変に伴い「ボランティア・市民活動情報誌」として新たなカタ
チで年 4 回（4 月、7 月、10 月、1 月）発行することになりました。これまで以上に「アイ・あいロビー」に関
心を寄せていただき、ボランティアや市民活動を身近に感じていただければ幸いです。スタッフ一同、読みやすい
紙面づくりを心掛け、より充実した情報発信を行ってまいりますので、よろしくお願いいたします。

イベント・講座のご案内．．．夏休み親子ふれあいキャンプ、親子福祉体験講座、ほか P2
活動紹介．．．小学校福祉学習サポート、花植え・花守り隊 P3

特集！ ボランティア・市民活動センターとして新たな企画第 1 弾！

P4～P5

まちづくりフォーラム＆ボランティア・市民活動フェスタ開催のご案内
情報コーナー．．．助成金情報、ボランティア募集情報 P6
アイ・あいロビーからのお知らせ．．．平成 24 年度新体制について、ほか P7

イベント・講座のご案内

問合せ・申し込みは「アイ・あいロビー」まで

日時：7 月 28 日（土） 午前 10 時～午後 3 時
場所：大阪市立信太山青少年野外活動センター オークサイト
内容：クリーンハイキング＋歴史クイズ
（蔭涼寺、黒鳥山公園、丸笠山古墳、太平学園までの 4 コース）

自然と
遊んじゃおう！

昼食づくりは、焼きそば、ホットドック
遊び体験は、グラウンドゴルフ

参加者募集！ ７/10（火）から受付
対象：小学 1～6 年生とその保護者
※兄弟姉妹で幼児・乳幼児の参加も可
定員：親子 30 組
費用：1 人 500 円（幼児・乳幼児は無料）
申込：連絡先と参加者全員の氏名を記入のうえ
ハガキ又は FAX でアイ・あいロビーまで送付
7/10（火）午前 9 時から定員に達するまで

ハイキング班、焼きそば班、
グラウンドゴルフ班の
ボランティアさんを募集します。
※７月６日（金）から電話受付

ボランティア・市民活動連絡会開催の
お知らせ
日程：7 月 11 日（水）午後 1 時半～3 時半
日時：8 月 22 日（水）午前 10 時～午後 3 時
場所：「アイ・あいロビー」とその周辺
①10 時〜12 時 高齢者擬似体験、車椅子体験、
アイマスク体験

場所：アイ・あいロビー会議室
「アイ・あいロビー」から 専門部会紹介・イベント紹介
各団体（個人）紹介、交流会（情報交換）

②13 時〜14 時 手話体験

参加申込み：7/6 より電話受付

③14 時〜15 時 点字体験

（交流促進・ネットワーク部会より）

※体験したい内容を選択して下さい（複数可）
※定員 ①～③いずれも親子 10 組

イベントサポートボランティア募集！

※動きやすい服装で参加してください。

第 14 回 『和泉弥生ロマンツーデーウオーク』
10/13（土）14（日）

②、③は、大人のみでも参加可能です。

申込み：8 月 8 日(水)午前 9 時から電話受付。
定員になり次第締切

9 月 3 日より募集開始。ご希望の方は
「アイ・あいロビー」までお問い合わせください。

無料
体験
（啓発・学習提供部会より）

今年もたくさんのご応募
お待ちしてます！
（相談・コーディネート部会より）
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定期講習・研修会開催のご案内
.

問合せ・申し込みは「アイ・あいロビー」まで

★普通救命講習会

★アイ・あいロビー教室

日時：毎月第 1 日曜日

（7 月の教室）盆踊り

午後 1 時～4 時

（毎月第 3 土曜日）
(8 月の教室) こけ玉作り
涼しげな緑（寄せ植え）を

みんなで踊ってみませんか

申込み：随時電話にて受付

日

受講料：無料

午後 1 時 30 分～3 時 30 分
定

＊終了者には消防長修了証を
交付
＊自動体外式除細動器（AED の
操作も含まれています。

飾ってみませんか

時：7 月 21 日（土）
日

時：8 月 18 日（土）
午後 1 時 30 分～3 時 30 分

員：15 名

申込み：7 月 7 日（土）

定

員：15 名

午前 9 時から

材料費：200 円

定員に達するまで

申込み：8 月 7 日（火）
午前 9 時から

電話受付

定員に達するまで
電話受付
日頃のボランティア活動に役立てるため、
また「アイ・あいロビー」に少しでも多くの方が関心を持ってくださるようにと、
啓発・学習提供部会が毎月企画しています。

小学校福祉体験学習サポートボランティア
アイ・あいロビーでは、毎年和泉市の小中学校へ「福祉体験学習」として出前講座を行っています。
今年度第 1 号の依頼は緑ケ丘小学校（7/4）で、下記の体験学習を予定しています。
先日、生徒たちの体験前に先生方にも体験してもらいました。
擬似体験・・・高齢者擬似体験セットを装着し、お年寄りの不自由さを体験
アイマスク・・・アイマスクを着けて見えないってどういうことなのか、
2 人 1 組になってガイドヘルパーの体験も兼ねて行う
車椅子・・・車椅子のしくみと役割を知るとともに、
2 人 1 組で車椅子に乗ることと押すことを体験

この他にも、手話体験、点字体験、また盲導犬ユーザーのお話を聞
くなど、障がいのある方との交流を通した様々なプログラムがありま
昨年度の模様 2011/10/18 緑ケ丘小
す。
福祉体験学習は．．．体験を通して福祉に対する意識を高めること、そして他人を思いやる心や優しさ、相
手の立場になって考えたり、共感することのできる温かい心を育むことを目的とします。
子どもたちが安全にきちんと体験できるように、各スポットでの見守りや案内などのサポートボランティ
アにご協力をお願いいたします。
（啓発・学習提供部会より）

花植え・花守り隊
アイ・あいロビー近く、和泉中央駅前の花壇を守るボランティアです。
お花の手入れが好きな方、ぜひご協力ください。
隊長はアドバイザーの宝閣さん、現在隊員は 14 名。雑草取りや植え
替えの時期をＦＡＸ等でご案内いたしますのでご登録ください。

2012/6/15

参加者 15 名

1500 株の花を植えました！

和泉市を訪れる方々やバスで通勤・通学の方々を
いっぱいの花で迎えましょう！
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ボランティア・市民活動センターとしての新たな企画第一弾！
和泉市自治基本条例施行 1 周年記念事業

日時：9 月 22 日（土）午前 9 時 30 分～午後 4 時
場所：エコール・いずみ アムゼ広場 （雨天の場合：和泉シティプラザ 3F レセプションホール）

≪第 1 部≫ まちづくりフォーラム
◆アトラクション（9：30～10：00）
『まちづくりフェスタがはじまるよ！』
≪いずみ太鼓 皷聖泉≫ ≪よさこい≫
◆パネルディスカッション（10：00～12：00）
『オープニング 市民による寸劇』
（仮題）自治基本条例ができたことによる近未来都市和泉
～自治基本条例がある時、ない時～
『まちづくり夢プラン』
まちづくり夢プラン入選発表
≪パネリスト≫ 和泉市長、久 隆浩氏（近畿大学教授）、市民
≪コーディネーター≫ 石田 易司氏（桃山学院大学教授）
『和泉の今１番発見プロジェクト抽選会』
◆パネル展示（10：00～16：00）
『和泉の伝説パネル、市民活動団体紹介パネル』
『和泉の今１番発見プロジェクト結果発表』
osaka 和泉スイーツ、季節の野菜・果物、
◆和泉物産品の販売・配布（10：00～16：00）

苗木無料配布（いずみいのちの森）

和泉市まちづくり夢プランの募集！

和泉の今一番発見プロジェクトの募集！

あなたが普段、和泉市のまちづくりについて、こん
なこといいな！こんなことできたらいいな！と思っ
ておられることを教えてください。
あなたの生活が豊かになったり、便利になったり、
快適になるような、アイディアを募集いたします。

あなたが普段、「和泉市のこんな所はいいよな！」
と思っていることを教えてください。どんなささいな
ことでも結構です。所定の応募用紙に具体的に書いて
ください。
＊応募資格：和泉市在住、在勤、在学の方

＊応募資格：和泉市の小・中学生および中学生以下の子どもが

＊応募方法：応募用紙に具体的に書いて、下記

いる保護者

応募先に郵送または応募箱に投函ください。

＊応募規定：400 字詰原稿用紙 1 枚に具体的に書いて、郵送

応募用紙は「アイ・あいロビー」を始め市内各所に設置箱を

またはご持参ください。（一人一点）
＊表

彰：最優秀賞 1 編 副賞（商品券 1 万円) 他

用意しています。（一人一枚）
＊賞品：抽選で 10 名様に 3,000 円相当の商品

問合せ・応募先 「アイ・あいロビー」 TEL 0725-57-0294 応募締切り 2012 年 8 月 20 日（月）
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平成 24 年 5 月、
「アイ・あいロビー」の運営委員による「自治
基本条例啓発事業＆ボランティア・市民活動フェスタ事業企画・
運営実行委員会」を立ち上げ、自治基本条例啓発事業に応募し、
受託することになりました。
「市民相互の協働」
「市民と行政との協働」によるまちづくりの
推進のため、
「まちづくりフォーラム＆ボランティア・市民活動フ
ェスタ」を開催いたします。
例年より 2 ヶ月早いフェスタの開催となりますが、
たくさんのご参加をお待ちしています。
ご協力よろしくお願いいたします。

≪第２部≫

和泉ボランティア・市民活動フェスタ

◆ステージ発表（13：00～15：30）

◆ワークショップ、作品・パネル展示（10：00～16：00）

≪登録ボランティア・市民活動団体による活動紹介≫
◆スタンプラリー（10：00～15：00）

◆フリーマーケット（10：00～16：00）

≪所定のポイントをまわって賞品ゲット≫
◆お楽しみ抽選会（15：30～16：00）
≪賞品多数、最後まで残って賞品ゲット≫
＊フェスティバルは「アイ・あいロビー」とその周辺でも
開催しています。ぜひ、お立ち寄りください。

オープニング用の寸劇のシナリオを山
本つづみ講師と共に作成中！
シナリオが出来たら、いよいよ練習で
す。あなたも参加してみませんか！

2011/11/20 ステージ発表 よさこい

◎スタッフ募集！
イベント当日および前日のボランティアを募集します。

7 月 6 日より電話受付開始

◎フリーマーケット出展者募集！
20 店舗（出店料 500 円）

先着順

8 月 9 日（木）午前 9 時から電話受付開始

◎ステージ発表、ワークショップ、作品・パネル展示の参加者募集！

◎出演者募集中！

日頃の活動紹介の場としてボランティア・市民活動団体の参加を募集します。
「アイ・あいロビー」登録者には、詳細を後日メールや FAX でお知らせいたします。

問合せ・申込みは「アイ・あいロビー」まで TEL 0725-57-0294 FAX 0725-57-3294
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情報コーナー

★ボランティア募集情報
【平成 24 年 6 月末現在】

４月にアイ・あいロビーが新しい形でスタート
してから初めての情報誌発刊です。このコーナ
ーでは、みなさんの役に立ちそうな助成金の情
報や、これまで通り「ボランティア募集情報」
などを掲載していきます。

＊決まり次第、募集は修了いたします。
＊詳細はアイ・あいロビーまでお問い合わせ下さい
◎イベント「海の日コンサート in いわき市」で
演奏可能な人や、仮説住宅へのポスティング

★助成金情報

日時：7 月 13 日（金）～16 日（月）
場所：福島県いわき市（バスで現地へ移動）

＊詳細は、各申し込み先へお問い合わせ下さい。

≪今からでも間に合う助成金≫

◎手芸・パッチワーク
日時：毎月 2～3 回、定期的に
場所：特別養護老人ホーム（泉大津市）

＊名 称：大和証券福祉財団「ボランティア活動助成」
助成対象：高齢者・障がい者・児童問題などに対する
ボランティア活動を行っているグループ
金 額：上限 30 万円
申込方法：
（財）大和証券福祉財団（TEL03-5555-4640）
市区町村社協の推薦要
受付期間：8 月～9 月 15 日

◎保育補助
日時：平日 9 時～17 時 都合の良いとき
場所：保育園（信太校区）

◎調理の手伝い、話し相手など

＊名 称：伊藤忠記念財団「子ども文化助成」
助成対象：子ども達の読書啓発活動、指導などを行っ
ているボランティア活動グループ・個人
金 額：現金助成（30 万円）、現物助成（100 冊）
申込方法：（社）読書推進運動協議会
（TEL03-3260-3071）
受付期間：5 月中～7 月末日
＊名 称：みずほ福祉助成財団「社会福祉助成金」
助成対象：障がい者（児）の福祉向上を目的とする事
業・研究を行う法人施設、NPO、ボランテ
ィアグループ、共同作業所、研究グループ
金 額：事業助成（15～100 万円）、
研究助成（100 万円）
申込方法：（財）みずほ教育福祉財団
（TEL03-3201-2442）
受付期間：5 月～7 月末日
今年度の助成金としては、既に申込期間が過ぎていますが、
来年度以降を視野に入れ、協働推進部会としてお勧めできる
と思われるものを下記に掲載しました。

≪お勧めの助成金≫
＊名

称：大同生命厚生事業
「サラリーマン（ウーマン）及びシニア・ボラ
ンティア活動助成」
助成対象：福祉推進に役立つボランティア活動を行なっ
ているサラリーマン（ウーマン）及びシニア（60
歳以上）の個人及びグループ
金 額：１件２０万円を限度
申込方法：大同生命厚生事業団 (TEL 06-6447-7101）

日時：平日の 9 時～17 時
場所：街かどデイハウス（光明台校区）

◎障がい者スポーツ
毎月の練習会・大会への協力
日時：毎月 1 回 日曜日 8 時 45 分～11 時 45 分
（7/8、8/12、9/30、10/14、11/11 ）
場所：和泉市民体育館

場所 大阪府内全域
サマーキャンプや夏祭り
といったイベント、日常活動
を利用者の方と一緒に過ご
してみるといったさまざまなプ
ログラムが用意されています。
この体験プログラムは、大阪府社
会福祉協議会、市町村社会福祉協議
会の共催で、大阪府内の社会福祉施設やボランティアグループ、
NPO 団体の協力により、よりボランティアを身近に体験してもらう
ためのプログラムです。
申し込み書や施設一覧は、大阪府ボランティア・市民活動セン
ターのホームページからダウンロードできます。

http://www.osaka-summerv.jp/

「アイ・あいロビー」にて参加申し込み受付中！
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「アイ・あいロビー」からのお知らせ
24 年度新体制スタート！
運営委員会構成メンバーである部会が、
活動分野別の 8 部会から事業目的別の 6
部会に変更となり、第 1 回運営委員会（5
月 17 日開催）で新しい役員が決定し、更
に運営推進協議会（6 月 7 日開催）で、平
成 24 年度事業活動計画も承認され、ボラ
ンティア・市民活動センターとして新たに
スタートしました。
今後は、ボランティア活動だけでなく、

アイ・あいロビーは、ご登録いただいた市民のみなさんの参画により
各種連絡会、部会、委員会を構成し運営しています。

任意の市民活動団体やＮＰＯ、町会・自治

会等の地縁団体を含むあらゆる市民活動を総合的にサポートする機関として、また市民の誰もが集い、情報交
換し、交流ができる場として、みなさまが活動しやすい環境づくりを行って参りますので、今後ともよろしく
お願いいたします。

（新役員一同）

★ＮＰＯ相談始めました！
「アイ・あいロビ」ーでは、新体制スタートに伴
い、あらゆる市民活動の相談にも対応できるよう勉
強しています。
団体を作りたい、運営に
悩んでいる、講師を探し
ている、ＮＰＯ法人化
したい、などなど．．．
気軽に窓口にてご相談ください。
（相談・コーディネート部会より）

★使用済みインクカートリッジの
回収にご協力下さい。
ご自宅などで使用しているパソコンプリンターの
インクジェットカートリッジ。
使い終わった後、捨てていませんか？
「アイ・あいロビー」では回収箱を設け、「大阪府
市町村ボランティア連絡会」へ提供し、ボランティ
アについて学べる場、交流の場などの事業に利用さ

★ボランティア・市民活動紹介誌
発行しました！

せていただいています。
ゴミ箱に捨てる前に、ぜひ、「アイ・あいロビー」

本誌は、
「アイ・あいロビー」に登録されているボ

までご提供下さい。
（運営委員会より）

ランティア・市民活動団体や個人を紹介し、より多
くのみなさまに知っていただき、ご活用していただ
くことを目的に、発行いたしました。
7 月初旬より市内各公共施設や町会等に配布して
いきますので、ぜひご活用下さい。
また、
「アイ・あいロビー」登
録者のみなさまを始めご希望の
方には、お渡しいたしますので、
「アイ・あいロビー」へお越し
の際には、声をお掛け下さい。
（情報収集・提供部会より）

【回収対象】
Canon、EPSON、
その他、純正の使用
済みインクジェット
カートリッジ全般。
※レーザープリンター用のトナーカートリッジも可能
詳細は、大阪府ボランティア・市民活動支援セン
ターのホームページで確認することができます。
http://www.osakafusyakyo.or.jp/vcenter/vren/inkjet/inkujet.htm
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「アイ・あいロビー」はあらゆる市民活動を総合的に応援します！
まちや地域を元気にしたい、仲間をつくりたい、経験や知識を役立てたいなど、さまざまな想いを応援します。
ぜひ、気軽にお立ち寄りください。きっと、新たに素敵な出会いが生まれます。
ボランティアに関する相談 「ボランティアってなんだろう？」「ボランティアをしてみたい」｡｡｡

相談支援

ボランティア依頼 「ボランティアを探しています！」「こんなことお願いできるのかな？」｡｡｡
出前ボランティアの紹介 学校での総合学習、サロンでのレクリエーション等
市民活動に関する相談 運営を悩んでいる、講師を探している、ＮＰＯ法人化したい、仲間を探したい等

活動場所の提供
活動機材の貸出

ミーティングルームや会議室の貸出しを行っています。
ボランティア・市民活動の打ち合わせや資料づくりにお役立て下さい。

備品の貸出し 車椅子・ボランティアビデオ・図書・擬似体験装具・アイマスク・点字板等
機器の利用 コピー機・印刷機・テレビ・ビデオデッキ・マイクセット・パソコン等
ボランティア依頼の掲示や、活動グループの紹介冊子の提供等

情報提供

ボランティア・市民活動に関する資料や図書を閲覧していただけます。
「アイ・あいロビーニュース」の発行（４月、７月、１０月、１月）や、ホームページによるさまざ
まな情報発信

補助金・助成金事業の紹介

各種講座を開催し、学習の提供・啓発を行っています。

講座の開催

定期開催｡｡｡アイ・あいロビー教室（毎月第 3 土曜日）、普通救命講習会（毎月第 1 日曜日）
その他、ボランティアや市民活動に関する各種講座、体験講座、見学会など

交流促進

交流サロンやフェスティバル等を開催し、各団体間の情報交換や交流の場を提供しています。

協働推進

ボランティア・市民活動団体と行政や地縁団体との交流や協働推進に協力

保険受付

万が一の事故に備えて、「ボランティア活動保険」「非営利・有償活動団体保険」「ボランティア・
市民活動行事保険」の各種保険の加入申込みを受け付けています

★誰もが集い、情報を交換し、交流できる場として、みなさんの活動を支援しています！
「アイ・あいロビーニュース」では
みなさんからのご意見や情報
を募集しています

「アイ・あいロビー」に登録すると．．．
・会議室・ミーティングルームが無料で利用できます。
・ボランティア・市民活動フェスティバルへ参加できます。

みなさんのグループを
ＰＲしてみませんか！

・ボランティア・市民活動紹介冊子に掲載できます。
・ボランティア活動保険加入（任意）の際、100 円の補助があります。
・年に 1 回、参加費 1,000 円以下の講座を開催することができます。

「活動紹介」
「イベント情報」
「スタッ
フ募集」など、ボランティアや市民活動
に関することなら何でも結構です。
また、ご意見やご希望なども企画の参

・３つの専門部会（情報収集・提供部会、啓発・学習提供部会、交流
促進・ネットワーク部会）に加入でき、「アイ・あいロビー」の運営に
参画できます。

考とさせていただきます。ぜひ、活動中
のみなさんの生の声をお寄せ下さい。
【投稿方法】 次回発行 2012/10/1
8 月 24 日（金）までに
メール、または FAX で送付
※内容についてはご相談させていただ
く場合もあります。

お問い合わせは・・・
（社福）和泉市社会福祉協議会
和泉ボランティア・市民活動センター「アイ・あいロビー」
〒594-0041 和泉市いぶき野５－１－７
TEL 0725－57－0294 FAX 0725－57－3294
E-mail aiailobby@izumi-syakyo.net
ホームページ http://izumi-syakyo.net/aiai
開館時間 ：午前９時～午後５時 休館日：各月末の日曜日、及び年末年始
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