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昨年より「アイ・あいロビー」は、ボランティアだけでなく任意の市
民活動団体・NPO・各種地縁団体等あらゆる市民活動を支えるため「ボラ
ンティア・市民活動センター」として組織を変更し、
「まちづくり＆和泉
ボランティア・市民活動フェスタ」
「助成金情報の発信」など、新たな企
画を実施して参りました。
情報誌も「アイ・あいロビーニュース」としてリニューアルし、本号
でも「ボランティア・市民活動交流サロン」「ちょいず啓発活動」「ステ
ップアップ講座」等、たくさんのご案内をすることができました。
10 数年の運営の経験と新しいネットワークが作り出す活動がようや
く回りだしたところです。新体制を支えていただいた、ボランティア・
市民活動グループ・個人の方々に深く感謝申し上げます。
本年も、新「アイ・あいロビー」の活動に、引き続き暖かいご支援と
ご協力をお願いいたします。

和泉中央駅前花壇 アドプトロード「ふれあい
のみち・アイ・あい」も装い新たに新年を迎
えることができました。
（昨年 11 月 21 日 参加ボランティア 10 名
パンジー 葉ボタン デージーなど 1300 株）

「アイ・あいロビー」運営委員長 津田慶子
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阪神淡路大震災から 18 年、東日本大震災から 1 年 9 か月がたちました。
大規模災害時には行政も被災します。状況によっては国の支援も時間がかかります。
これからは、今までのように全てを国や行政に委ねるのではなく「行政と多様な活動団体それぞれの得意
なことや抱えている問題を理解し、尊重しあいながら上手く役割分担をする」そのような市民も参加する
「協働のまちづくり」が必要となります。
今号の特集では、
「災害から学ぶ安全・安心のまちづくり」というテーマで、災害が起きてからではなく、
日頃から自分たちに何ができるのかを問いかけ、和泉市内で実際に取り組まれている活動をご紹介します。
（情報収集・提供部会）

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

第2回
ボランティア・市民活動交流サロン

ボランティア・市民活動ステップアップ講座

広報力アップ講座
～伝えるコツ、教えます！～

日 時 ： 2 月 18 日（月）午後 1 時 30 分より
場 所 ： 「アイ・あいロビー」会議室

広報やＰＲの力を向上させるための知識や
技術を、講義とワークショップ形式で学びま
す。

「アイ・あいロビー」登録者のみなさんの活動内容（パフォ
ーマンスや団体紹介等）を老人クラブや福祉施設の方たちにご
紹介して、交流を深めます。今回は、北池田・いぶき野・南池
田・光明台北・光明台南小学校区の老人クラブのみなさんにも
参加してもらいます。参加ご希望の方は、「アイ・あいロビー」
までご連絡ください。

日 時 ： 2 月後半
（日程が決まり次第、ホームページや
アイ・あいロビー窓口に掲示します。）

場 所 ：
定 員 ：
参加費：
講 師 ：

「アイ・あいロビー」会議室
30 名
無料
大阪ボランティア協会職員

第 1 回開催の様子

11 月 12 日（月） 参加者 39 名
たくさんの方にご参加いただけ、パフォ
ーマンスも多岐にわたり、楽しい交流会と
なりました。
【活動紹介】 泉ハーモニックス（活動紹
介）
・石崎磊山（尺八演奏）･日本 3B 体
操協会（3B 体操）
・NPO 法人音結（音楽
体験）・五月会（民踊）・星有華（マジ
ック）など。
（交流促進・ネットワーク部会）

【申込み方法】
2 月 9 日（土）から定員に達するまで電話受付
ボランティアやＮＰＯなどの市民活動団体に
とって大切な要素である「共感・理念」。
自分たちの活動内容を上手く PR して、活動範
囲を広げよう！
（啓発学習・提供部会）

★アイ・あいロビー教室

【参加者の声】
いろいろなボランティア活動があることを知って良かった。 市民活動紹介冊子
ありがとうございました。 老人会に持ち帰って紹介していきたいと思います。

【毎月第 3 土曜日】

(１月の教室）太 極 拳

(２月の教室）気 功

(３月の教室）マカロン型コイン入れ

講 師 ： ＤＩＰＳ
(NPO 法人 ディ・アイ・ピー・エス）
日 時 ： 2 月 16 日（土）
午後 1 時 30 分～3 時 30 分
定 員 ： 15 名

講 師 ： 田前 勝次氏
日 時 ： １月 19 日（土）
午後 1 時 30 分～3 時
定 員 ： 15 名
持ち物： タオル・お茶・動きやすい服装で
申込日： １月 7 日（月）

講 師 ： 竹内 富美子氏

日 時 ： 3 月 16 日（土）
午後 1 時 30 分～3 時 30 分
定 員 ： 15 名
材料費： 100 円（当日集めます）
持ち物： タオル・お茶・動きやすい服装で
持ち物： 裁縫道具・布
申込日： 2 月 7 日（木）
申込日： 3 月 7 日（木）

各申し込み日の午前 9 時から定員に達するまで電話にて受付

前回の開催報告（10～12 月）
(10 月) 黄金色のミニポーチ
(11 月) 詩吟

講師：伊藤

弘子氏

講師：
「詩吟グループ」

(12 月) 色紙で作る人形（ピエロ人形）

講師：関口

末子氏

・難しいかな？と心配しましたが、楽しく制作できました。
・丁寧に教えていただきありがとうございました。
・まったく知らない詩吟の世界の基本的な事をいろいろ
教えていただいて良かった。
（啓発学習・提供部会より）

★普通救命講習会

黄金色のミニポーチ
10 月 20 日

１月はお休みです！

日時：毎月第 1 日曜日午後 1 時～4 時
場所：「アイ・あいロビー」 会議室
受講料：無料

＊修了者には消防長の修了書を交付
＊自動体外式除細動器（AED）の
操作も含まれています。
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色紙で作る人形（ピエロ人形）
12 月 15 日

イベント・講座・ボランティア活動の報告
ボランティア・市民活動入門講座

11 月 8 日（木）開催

画家 藤原重夫先生による「仏像の見方を通して小さな一歩から
未来の種をまく」というテーマで講演をしていただきました。当
日は 50 名の受講者が熱心にお話を聞いていました。ホワイトボ
ードにすらすらと仏像の絵を描きながら、ユーモアでおもしろく
て、ためになるお話でした。
最後に聞いた「おすそ分けの心」を忘れずに、ボランティアを
していきたいと思いました。

（啓発・学習提供部会）
藤原先生のお話を聞く受講者

和泉弥生ロマン・ツーデーウオーク

「スペシャルオリンピックス日本」近畿ブロック大会

開催日：10 月 13 日（土） 14 日（日）

開催日：11 月 3 日（土）

参加ボランティア：延べ 111 名

場 所：桃山学院大学 体育館他

ボランティア内容：給水、 スタンプ押し

参加ボランティア：11 名

荷物預かり、完歩証引渡し

メルマガで呼びかけたイベントサポート

今回はアムゼ広場が、スタート・ゴール地点と
（相談・コーディネート部会）

ゴールで完歩証を渡すボランティアさん

（相談・コーディネート部会）

【スペシャルオリンピックスって？】

大学付近の方が参加しました。

知的障害のある人たちに、様々なスポーツ
ト レ ー ニン グ と そ の 成 果 の発 表 の 場で あ
る競技会を、年間を通じ提供している国際
的なスポーツ組織です。（公式ホームページより）

なり、「アイ・あいロビー」が救護所になりました。

ボランティア。 新しく登録された方や、

水泳競技担当のボランティアのみなさん

福祉体験学習サポートボランティア
「アイ・あいロビー」では毎年多くの和泉市内の小･中学校から
体験学習の依頼があり、大勢のボランティアさんに参加してもらっ
ています。
福祉体験授業は、アイマスク・車椅子・高齢者擬似体験などがあ
り、最近では校区社協の方々にも手伝っていただき、毎回約 20 名
のスタッフが参加しています。
【サポートボランティア募集！】
今年も、いぶき野小学校(1/18)、光明台北小学校（日程は未定）
10/23 横山小学校
車イス体験の様子

等から依頼が来ています。 お手伝いいただける方は、アイ・あい
ロビーまでご連絡ください。
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（啓発・学習提供部会）

まだまだ復興の兆しが見えてこない南三陸町
（宮城県）

災害から学ぶ

安全・安心のまちづくり
平時から助け合うことのできるまち
災害に強いまち
東日本大震災から 1 年と 9 か月あ
まり経ちましたが、広範囲にわたる
被災地には依然としてがれきの山
が残り、宅地の高台への移転も思う
ように進まず、復興の遅れが目立つ
地域も多く残っています。
復興が遅れるということは、住宅
を始め、店舗や工場の再建をあきら
め、地域から人が離れて行き、コミ
ュニティの再生や雇用問題など新
たな課題を生み出し、高齢者や障が
い者の自殺や孤独死など、二次災害
へとつながります。
そのような地域に共通して言え
ることの一つとして、日頃から「地
域の人間関係」
「市民と行政の関係」
等が希薄であったことが挙げられ
ます。
下の事例からもわかるように、災
害が起きると、地域住民を始め、行
政や学校、地域のさまざまな施設や
団体と接触する機会が増え、それら
との日頃の関わりあい方が如実に
現れ、救援、そして復興の行方を左
右するのです。

昨年 10 月 25 日、和泉市社会福祉協議会が
ボランティアバスツアーを企画、運行。
瓦礫の撤去を始め、炊き出し、傾聴ボランティアなど
総勢 40 名が参加しました。

阪神淡路大震災以降、私たちは多
くの方々の犠牲のもと「人とのつな
がり（絆）」
「協働」の大切さを学ん
できました。これらは一夜にしてで
きるものではなく、日頃から「顔の
見える関係作り」を行っていて初め
てできるものです。「防災」を学ぶ
ことはもちろん大切ですが、同時に、
「防災」を意識していなくても日頃
の活動を通して人とつながってい
くことが、災害時の救援活動や復興
の役に立つのです。
（情報収集・提供部会）

防災とボランティア
市民の集い
日時：平成 25 年 1 月 14 日
（月・祝）9 時 45 分～

場所：和泉市コミュニティ
センター
内容：防災カードゲーム
「クロスロード」研修
（問）和泉市危機管理担当
TEL 0725-99-8104

「東日本大震災から学ぶ復興まちづくり事例集」
- 仙台市 事例から見えてきたこと （一部抜粋）
災害時には頼みにくいさまざまな作業が発生
地域の人々といざという時に協力し合える関係づくりが必要
災害時には民生委員など特定の人だけで多くの要援護者を見回ることは困難
隣近所で声掛けをするなど複数の見回り体制の構築が必要
指定避難所である学校との連携が円滑に進まない
小中学生・保護者など若い力を取り込んだ防災体制の構築が必要
各種団体が個々に活動をすることで余分な労力や時間を費やしてしまう
団体の枠を超えて普段から連携して顔の見える関係づくりが必要
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★クロスロードとは．
．
．
「岐路」「分かれ道」のこと。
災害対応は、ジレンマを伴う
重大な決断の連続です。
カードを使いゲーム感覚で、
災害時の対応を掘り下げ、考
え方や知恵の交換、共有を行
う研修教材です。

地域でのさまざまな取り組み

癒しのボランティア
「ローズウッド」

日頃の活動を通して
顔の見える関係づくり
地域防犯活動の拠点 「地域安全
センター」
地域安全センターとは、小学校の
余裕教室や公民館等を利用して、子
どもの安全見まもり隊やさまざま
な防犯ボランティア団体のネット
ワーク化を図り、学校、行政、地域
が一体となって地域の防犯力を高
める大阪府の取り組みで、和泉市で
も各校区で取り組んでいます。
これまで地域の各団体が、それぞ
れ独自に取り組まれてきた活動を
ベースに定期的に活動報告や情報
交換を行うことで、より効率的な活
動方法や計画の立案が可能となり、
しいては各団体の負担軽減を図る
ことも期待できて、より一層、地域
の安心、安全確保に貢献することを
目指しています。
また、防犯活動にこだわらず、教
育、防災、福祉活動など、さまざま
な活動の拠点とすることもできま
す。まさに顔の見える関係、見回り
のネットワークです。

「ホッとするひととき」を
提供します！

青パト（青色防犯パトロール）
ご存知ですか？

青色回転灯を装備した自動車に
よる自主防犯パトロールのことを
言い、地域の子供の見守り活動やそ
の他さまざまな防犯パトロールな
ど効果的に運用しています。 大阪
府下では、平成 17 年 2 月に第 1 号
誕生、現在自治会など 400 以上の団
体が青パトを実施。和泉市でも「和
泉防災無線クラブ」の他、21 の地
域で実施されています。

（緑ヶ丘自治会

山本 照彦）

10/16 和泉市の合同青パト集会に参加

●出前講座受付中！

現在は主に高齢者の方や介護を
するご家族にハンドトリートメン
トを行っていますが、アロマをはじ
め“自分たちができること”を通じ
て、地域の方が、平時も、災害時も
「ホッとするひととき」のお役に立
てれば、と思っています。
（ローズウッド 薬袋 朋子）

● メルマガ配信中！（無料）

日頃からの国際交流が災害時の
外国人支援に役に立ちます。

災害に対する危機感を忘れない為に
月に一度「防災ネット通信」配信中！

和泉国際交流パーティー

備えよ常に！

いつ来てもおかしくない大規模災害
災害に強いまちは、ご近所のささえあいから生まれます。
人づくり、まちづくりを主体とした新しいカタチの防災教育や
イベントのプログラムをお届けします。
まずは、自分が生き残る！ そして、地域で、学校で、職場で．
．．
今、私たちにできること、一緒に考えてみませんか。
問合せ

私たち「ローズウッド」も、アロ
マハンドトリートメントでストレ
スを緩和したり、疲労や落ち込んだ
心を癒すお手伝いがしたいと活動
を始めました。
グループの名前にもなっている
ローズウッドは精油の一つで、心身
を安定させる効果があります。

緑ヶ丘自治会でも現在 22 名がパ
トロール実施者資格を取得し、毎月
20 回程度青パトを実施中。

（大阪府のホームページより）

災害に強いまちづくり事業
NPO 法人 和泉防災ネットワーク

阪神淡路大震災以降、学生による
足湯ボランティア等、被災者の方の
心身ともにリラックスする時間を
提供し、コミュニケーションを生み
出す活動が注目されています。

事務局 090-6200-4657（佐近由佳） E-mail: otoiawase@izumi-sp.net

世界各国から来られた外国人と
お友だちになりませんか？
日時：平成 25 年 1 月 20 日（日）
午後 1 時～4 時
場所：和泉シティプラザ B1F
（多目的室）
参加費：1,000 円
お申し込み・問合せ

私たちは、大規模災害時における積極的な支援活動と、安心して暮らせる

NPO 法人 和泉国際交流会 ICIX

「災害に強いまちづくり」の実現を目的とした特定非営利活動法人です。

大平弘子
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090-8534-8304

和泉市公民協働推進室と「アイ・あいロビー」の協働イベント

～平成 25 年度「ちょいず」説明＆交流会 ～
実施日：2 月 6 日（水）

午後 1 時 30 分～3 時

場 所 ：「アイ・あいロビー」

あなたの一票が
市民活動を支えます！

内 容 ：①「ちょいず」の説明・実績紹介
②「ちょいず」応募団体の PR（約 10 団体予定）
③参加者と応募団体との交流

支援金額は、
みなさんの投票によって決まります。

応募団体の方はいうまでもなく、一般市民の方、登録団体や
個人登録の方々はふるってご参加下さい！
「アイ・あいロビー」では、1 月下旬から、全応募団体の PR シート
を展示すると共に 2 月 1 日～25 日の間、市民投票箱を設置します。

平成 25 年度 18 歳以上の市民
一票当たりの支援金額
1 団体を選択した場合…574 円
2 団体を選択した場合…各団体に 287 円
3 団体を選択した場合…各団体に 191 円

＊「ちょいず」って何？
市民活動事業に対する和泉市の助成金制度です。
（必要額の半分・上限 50 万円）

ボランティア団体や NPO 法人などの市民活動団体は、社会的課題の解決や、よりよい市民生活の実現のた
めに活動しています。
このような団体の事業に対し、市民のみなさんが支援したい団体の事業を選択し、市へ届出（投票）するこ
とにより、その選択届出（投票）数に応じて市がその市民活動団体の事業へ助成金を交付する制度のことを言
います。
ぜひ、「ちょいず」説明＆交流会に参加して、支援したい活動を見つけて投票しましょう！
また、今後この助成金制度を活用しようと考えている方はぜひお越しください！！
（協働推進部会）

NPO・市民活動助成金情報

ボランティア情報

助成金情報に関する書籍を購入しました！
NPO や市民活動グループにとって、活動資金はなくてはならな
いものです。
しかし、自分たちの活動や事業に合致する助成財団の助成団
体が見つからず、頭を痛めている方が多いのではないでしょうか。

音楽リクリエーション演奏サポート
（ピアノやギターなどが弾ける方）

助成財団センター発行
「NPO･市民活動のための助成金応募ガイド」

対象：高齢者・障がい児・者

全国の主要な“民間助成金”を地域別、分野別に掲
載しており、助成金応募方法や募集内容が判りやすく
書かれているので、自分たちの事業に合った助成金を
見つけることができると思います。
アイ・あいロビーで閲覧することができます。
（協働推進部会）

の入り口に「探してます！ボランティアさん」

日時：都合にあわせて
場所：和泉市、和泉市近隣他

ボランティア依頼は、「アイ・あいロビー」
として掲示しています。ホームページにも掲
載していますので、ぜひご活用ください。

http://izumi-syakyo.net/aiai/
（相談・コーディネート部会）
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「アイ・あいロビー」からのお知らせ
ボランティア活動結果（平成 24 年度上半期）

「アイ・あいロビー」のあり方調整会議報告

「アイ・あいロビー」に登録しているボランティア・
市民活動グループ、個人の活動結果を報告いただきま
したところ、次の通りでした。

[開催日]

項目
「アイ・あいロビー」登録数

団体

個人

79

76

39

19

（49%）

（25%）

ボランティア回数

409

338

アイ・あいロビーから
依頼のあったボランティア

126

81

（31%）

（24%）

アイ・あいロビーから
依頼のなかったボランティア

286

257

（69%）

（76%）

平均ボランティア回数

10.5

17.8

回答数

第１回 平成 24 年 11 月 5 日(月) 午後 1 時～3 時 45 分
第２回 平成 24 年 12 月 12 日(水) 午後 7 時～9 時 15 分

昨年 4 月より新体制でスタートした「アイ・あいロ
ビー」。6 か月が経過した中で、調整・見直しをしなけ
ればならない事項を検討するため、運営委員、アドバ
イザー合同による「調整会議」を開催しました。
その結果、

1.専門部会を 6 部会から 5 部会に統廃合
2.上記 1 に伴う部会の事業内容と
アドバイザー業務の一部改正
3.アドバイザー、市民活動連絡会の明確化

市民活動については、今年 4 月に 1 年間の報告をし
ていただくことになっています。
（センター管理部会）

等について意見がとりまとめられました。
この結果は、運営委員会を経て、2 月に開催される運
営推進協議会で承認されれば新年度から実施いたしま
す。詳細は次号でお知らせいたします。
（運営委員長）

ホームページ掲載記事募集！
みなさんの活動を PR してみませんか！
ひとりでも多くの方に知ってもらうことで．
．．認知度 UP！
想いが伝われば、メンバーの増加に繋がります。
仲間が増えるとモチベーションも上がります。
「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。ぜひ、活動中のみなさんの生の声をお聞かせください。

【投稿方法】
メール、または FAX にて随時受付
※内容についてはご相談させていただく場合もあります。まずは、気軽にご相談ください。

URL http://izumi-syakyo.net/aiai/
「アイ・あいロビー」のホームページは、施設のご利用方法を始め、イベント・講座開催案内、ボランティ
ア・市民活動の紹介、ボランティア情報・助成金情報など、みなさんの活動を支援するためのさまざまな情
報を発信しています。
（情報収集・提供部会）
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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、いきいき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
みなさんのグループを
ＰＲしてみませんか！
「活動紹介」
「イベント情報」
「スタッ

年末年始の休館日のご案内
「アイ・あいロビー」は 12 月 29 日（土）～1 月 3 日（木）まで
休館いたします。
 12 月 28 日（金）まで平常業務
 12 月 29 日（土）～1 月 3 日（木） 休館日
 １月 4 日（金）から平常業務

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。

本年もよろしくお願いいたします。

また、ご意見やご希望なども企画の参
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 平成 25 年 4 月 1 日
２月 1３日（水）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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