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和泉ボランティア・市民活動センターと名称を変更し、あらゆる市民活

動の支援を始めて間もなく 4年が経過しようとしています。 

NPO 法人をはじめ新たな市民活動団体の登録も徐々に増え、桃山学院

大学との連携も昨年から始めた子育て世代を応援する「ももやまキッズラ

ンド」を契機に広がりを見せてきました。また昨年の「和泉ボランティア・

市民活動フェスタ」も登録団体のご協力や桃大生ほか多数のボランティア

の方のご協力で、例年以上ににぎわい、盛り上がりをみせました。 

しかし市民の皆さまへの認知度はまだまだ充分とは言えません。そこで

今年度は「アイ・あいロビーニュース」の発行部数を増やし、より効果的

な方法で市民の方に知ってもらう工夫をし、昨年暮れには「アイ・あいロ

ビーけいじばん」が完成しました。 

今年は、この掲示板も活用し、目に見える形で活動内容や市民の皆さんに役立つ情報を発信していきたいと

思います。ぜひ、登録団体の方もこの「アイ・あいロビーけいじばん」を有効にご活用ください。 

          （「アイ・あいロビー」運営委員長 大平 直樹） 
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助成金情報、税理士による相談業務、 
防災とボランティア市民集い、他…P3 
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桃山学院大学ボランティア活動支援室との協働…P4 
 
◎活動、イベント報告 

10月～12月の講座、ももやまキッズランド、他…P6 
 
和泉ボランティア・市民活動フェスタ2015…P7 
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盲導犬と要約筆記を知ろう! 
視覚・聴覚障がい者の社会進出を促進するためにボランティア活動をしている方々の講座を開催します。 

日 時： 2月 24日（水） 午前 10時～11時 30分 

場 所：「アイ・あいロビー」会議室 

講 師：土井 博子さん（盲導犬利用者）/文字通訳サークル弥生 

定 員：30名 

参加費：無料 

申込み：2月 6日（土）午前 9時から定員に達するまで電話受付 

（啓発・学習提供部会） 

 

 

 

      （啓発学習・提供部会） 

                        

 

日 時：1月 18日（月）午後 1時 30分～3時 30分 

場 所：「アイ・あいロビー」会議室 
内 容：◎活動紹介（パフォーマンス等） 
    ◎参加者自己紹介 
    ◎交流会（お楽しみ会）情報交換＆ゲームなど  
申込み：1月 7日（木）午前 9時から定員に達するまで電話受付 

 

「アイ・あいロビー」では、ボランティア・市民活動の活性化を図るため、 

ご登録いただいているみなさまと、老人クラブ・校区社協ボランティア・福祉施設の 

みなさまとの交流サロンを実施しています。  

                           （交流促進・ネットワーク部会） 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

★アイ・あいロビー教室  【毎月第 3 土曜日】 

（１月） 

思わず手に取る 

チラシ作り 

（入門編） 

（２月） 

元気体操 

寒さに負けずに 

体力作りしませんか 

（3月） 

万華鏡を作ろう！！ 

日 時：1月 16日（土） 
 午後 1時 30分～3時 30分 

日 時：2月 20日（土） 
 午後 1時 30分～3時 30分 

日 時：3月 19日（土） 
 午後 1時 30分～3時 30分 

講 師：パソコングループ 

あすか 
講 師：喜田 浩子氏 

講 師：いずみ 

ヒューマンネット 

定 員：15名 定 員：15名 定 員：15名 

持ち物：パソコン 

（ワード 2007以降使用） 
持ち物：タオル、水筒 材料費：300円 

申込み：1月 6日（水） 申込み：2月 7日（日） 申込み：3月 7日（月） 

各申込み日の午前９時から定員に達するまで電話受付  

 

ボランティア・市民活動ステップアップ講座 

★普通救命講習会のご案内   
 

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。 
 
 
 
 
 

① 盲導犬利用者の話(土井博子さん) 

  盲導犬との日常生活等を話して頂きます。 

パートナーの盲導犬と一緒に来館予定。 

② 文字通訳サークル弥生 

パソコン要約筆記の紹介。 

イベント・講座のご案内 

 問合せ・申込みは「アイ・あいロビー」まで   電話：0725-57-0294  FAX：0725-57-3294  

 

日 時：3月 7日（月）午後 1時 30分～3時 

 場 所：「アイ・あいロビー」会議室 

（第 1部） 運営委員会及び各部会の年次報告と次年度の取り組み 

（第 2部） 登録団体及び個人の紹介と情報交換会 

登録者のみなさまには後日メルマガ等でご案内いたします。 

ご意見・ご要望など自由にお話いただき、交流したいと思っております。    （「アイ・あいロビー」運営委員会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

年次報告会＆ボランティア・市民活動情報交換会 

第 8回 ボランティア・市民活動交流サロン 

多数のご参加を 

お待ちしてます！ 

どなたでもご自由に
参加ください！ 
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＊2015 年度 近畿ろうきんＮＰＯアワード 
 

助成対象：「子育て支援活動」を進めるＮＰＯ法人や 

ボランティア団体 (近畿在住団体) 
助成金額：大賞・優秀賞・奨励賞（50 万円～20 万円）

はぐくみ賞（10 万円） 
募集期間：1 月 29 日（金）必着  
問合せ先：近畿労働金庫 地域共生推進室 

☎ 06-6449-0842 
 

＊ノエビアグリーン財団助成事業 
 
助成対象：児童、青少年の向上を目的とした体験活動 

スポーツの振興に関する事業を積極的に行 
い奨励している団体、世界大会やオリンピッ
ク出場を目指すアマチュアスポーツ選手 18 
歳以下 

助成金額：上限 100 万円 
募集期間：2 月 29 日（月）必着 
問合せ先：公益財団法人 ノエビアグリーン財団 

 ☎ 03-5568-0305 
 

＊第 17 回  社会貢献基金助成 
 
助成対象：高齢者福祉、障がい者福祉、児童福祉、環境・ 

文化財保全、国際協力・交流、調査研究事業 
など社会貢献に資するあらゆる事業（法人格 
の有無は問わない） 

助成金額：上限 200 万円 
 応募期間：2 月 29 日（月）必着 
 問合せ先：一般社団法人 全日本冠婚葬祭互助協会 

☎ 03－3596－0061 

 
＊平成28年度 大阪府福祉基金地域福祉振興助成金 

 
助成対象：大阪府内で、障がい者や高齢者、児童などへ 

支援等、府民福祉の向上に寄与する活動を行
っている非営利団体、他 

助成金額：上限 100 万円～20 万円 
募集期間：1 月 29 日（金）当日消印有効 
問合せ先：大阪府社会福祉協議会 

     ☎ 06‐6762‐9631 

※今年度より、助成対象団体の要件が変更になって 
いますのでご注意ください。 
http://www.pref.osaka.jp/chiikifukushi/kikin/ 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

詳細は各団体に直接お問い合わせください。また、助成

金名を検索するとホームページで詳細が確認できます。                    

（協働推進部会） 

 

●  助  成  金  情  報 

今年も置きます！「ちょいず」の届出箱 

「届出期間」 2 月 1 日（月）～2月 29 日（月） 

＊あなたの１票が市民活動を支えます。 

「アイ・あいロビー」にも 
届出箱を置きます。 

「ちょいず」とは？       

＊市民活動事業に対する和泉市の支援制度です。 

（必要額の半分・上限80万円） 

＊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良い市民活動の実 

現のために活動を行っています。 

このような活動を行っている団体について、市民の

みなさんが支援したい団体を選択し、市へ届出をする

ことによりその選択届出数に応じて市がその市民活動

団体の実施する事業へ支援金を交付します。 

● 「アイ・あいロビー」からのお知らせ 

情報コーナー  

税理士による相談業務 

27年度後期スタート！ 

日時： 1月～3月 第 4水曜日 午後 2 時～4時 

費用： 無料 

＊相談時間は 1法人 30分（毎月 4法人予約制） 

＊予約申込みは「アイ・あいロビー」にて電話受付 

 

 

和泉市に事務所を有する NPO法人

を対象に、税理士による活動予算書・

計算書の記載方法についての相談業

務を実施します。 

第 20回 防災とボランティア市民の集い 

日時： 1月 17日（日）午前 9時 30分～12時 00分 

場所：和泉市コミュニティセンター（3階多目的ホール） 

講師：相川 康子氏（特活 NPO 政策研究所専務理事） 

 【申込不要、直接会場へお越しください。】 

 

阪神・淡路大震災の発生から 21 年。今回は「災害

から命を守る」「一人でも多くの命を救う」をテーマ

に、1 部は相川先生の基調講演及び地域における実践

報告を、2 部ではパネルディスカッションを通じて、

地域におけるつながりの在り方について考える機会

とします。     

（お問い合わせ：和泉市 公民協働推進室 危機管理担当） 

「探してますボランティアさん」のコーナーは 

お休みします。 
ボランティア依頼については、 
随時「アイ・あいロビー」まで 
お問い合わせください。 

今年もよろしく！ 

ひとりで抱え込んでいませんか！ 
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特集！桃山学院大学ボランティア活動支援室と「アイ・あいロビー」の協働 

～ボランティア担当になってからの３年を振り返って～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――「アイ・あいロビー」に関わ

った当初はどのように感じていま

したか？ 

ボランティア初心者の私が皆様の

中に入ることに少し重苦しさを感じて

いました。私が意見を出していいのか

な…と（苦笑） 

また、学生をマンパワーとして捉え

ている方もいたので、『学生はボラン

ティアから何かを学ぼうと参加してい

る』ことを何度もお伝えし、理解してい

ただくのに時間がかかったことを覚え

ています。 

――でも、実際に若い方の力仕事

などを必要としている団体がある

のも事実ですよね。 

たしかに学べることもあります

が、学生は「安い労働力の代わり」

となることに敏感に気付きます。そ

ういったボランティアに参加した

学生は『ボランティア』自体に悪い

印象を持ったまま卒業し、その悪い

噂が学生間で流れます。実際、そう

いう学生も過去に見ています。 

――最近はどうですか？ 

年々、「アイ・あいロビー」で有

意義な活動ができていると感じて

います。 

アドバイザーの皆様は、学生に

「ありがとう！」の感謝の気持ちを

たくさん伝えてくださいます。今で

は「アイ・あいロビー」からの依頼

を伝えると、「アイ・あいロビーさ

んからのボランティアなら参加し

ます！」と言う学生も多くいます。

丁寧に接してくれ、学ぶ場が多いと

わかれば、学生も自然と活動を続け

たい気持ちがわきます。今年から始

まった「ももやまキッズランド」で

は、参加を希望する学生が多すぎる

という嬉しい悩みも発生し始めて

います（笑） 

――その好評の「ももやまキッズ

ランド」を始めた経緯を簡単に教え

てもらえますか？ 

和泉市は子育て世代の方が年々

増えているにも関わらず、「アイ・

あいロビー」の利用者の多くがご高

齢の方であることが課題であると

聞いていました。  

そこで、ボランティアセンターが

和泉中央駅前にあることを子育て

世代の方々に知ってもらうことが

まず必要だと感じ、普段子ども達と

接する機会の多い学生に現状を話

すと、「アイ・あいロビーを何とか

盛り上げよう！」と意見がまとまり、

「ももやまキッズランド」を開催す

ることにしました。 

 

 

 

 

 

――子育て世代のお父さんお母

さんや、お子さんが楽しくしている

様子を見るのはとても新鮮で「ア

イ・あいロビー」の雰囲気もガラっ

と変わりましたよ。 

8 月の日帰りキャンプ、10 月の

和泉ボランティア・市民活動フェス

タでも、桃大のボランティアスタッ

フの皆さんの活躍があり、とても感

謝しています。 

今後も学生のみなさんと更なる

協働を考えていますが、最後に読ん

でいる方に伝えたいことはありま

すか？  

①なぜ、このボランティアが必要

かを説明する。②感謝の気持ちを伝

える。③終了後に振り返りの時間を

設ける。 

このような配慮をしていただけ

れば、学びの場が自然と作れること

はもちろん、団体運営の改善点も学

生目線でアイデアを出してくれる

と思いますよ。 

来年・再来年とさらに協働して一

緒に活動ができれば「アイ・あいロ

ビー」の活性化、さらには、和泉市

に住む皆様への地域貢献の役割を

果たせれば、私もとても嬉しいです。

良い意味で、「学生を利用」できた

団体は、良い運営にも繋がると思い

ますよ。 

――ありがとうございました。 

大平運営委員長の直撃インタビュー 

桃大は近隣にあるけど、なかなか連携できていない…。そのよ

うな中、鳴瀬さんが色々な提案をしてくださり、昨年度から桃大

生との連携が少しずつ実現してきたと私も感じています。今回、

鳴瀬さんに着任当時を振り返りながら本音を語っていただきま

した。 

（「アイ・あいロビー」運営委員長 大平 直樹） 

ももやまキッズラン 

ドは、年に４回開催 

 
前回の開催の様子を 

6ページにも掲載しています。 

鳴瀬 剛
たけ

大
ひろ

さん 

（桃山学院大学ボランティア活動支援室 職員） 
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みどりのつどいボランティア 

（5 月） 

シフトを組んで、毎日大

学近隣のゴミ拾い活動を

しています。桃大生らしき
4～5 人組がゴミ拾いをし

ていたら、私達と思ってい

ただいて間違いありませ
ん（笑）。 

はじめは子どもと接す

るのが苦手だと思ってい
ましたが、ただ子どもと接

する経験が少ないだけと

気付かせてくれたのが、も
もやまキッズランドの活

動でした。 

これからも色々な活動に

参加させていただきます。 

ときには改善点も

言うことがあっても、

優しく聞いてくださ
る皆さんに感謝して

います。 

春の文化祭・桃山フェスタ 

（5 月） 

緑ケ丘夏まつり（8月） さかいまつりパレード参加 

（10 月） 

大阪マラソンボランティア 

（10 月） 

いずみ音楽祭（11 月） 桃山祭（11月） 和泉中央クリーンプロジェクト 

（秋学期から毎日） 

私たちボランティアスタッフ（通称：ボラスタ）は約 70名で

活動しており、左ページの鳴瀬さんのいるボランティア活動支

援室とともに近隣地域の活性化となるイベントに参加していま

す。学園祭で子ども達を相手にスライム作りやプラ板作りなど

の遊びを得意としています。 

★私たちにボランティアの依頼があれば、桃山学院大学ボラ

ンティア活動支援室までご連絡ください♪（0725-54-3131） 

ようやく結成して3年

がたったボランティアス

タッフ。皆さんの叱咤激
励が、僕達の力になりま

す。鳴瀬さんも僕達も、

これからよろしくお願い
します！ 

聴覚に障がいのある
仲間を支援するノート

テイク・パソコンテイク

のボランティアに参加
しているスタッフも多

いです。 

少しでも和泉市がキレイになる

ように頑張っています。見かけた
方はお気軽にお声がけください。 

「アイ・あいロビー」

の皆さんが親切丁寧に
対応してくださるので、

僕達も「アイ・あいロビ

ー」の活動だと自然と頑
張れるようになってい

ます。 

夏のキャンプ、サイ

コーでした！野外での
活動が僕達は少ないの

で、これからも「アイ・

あいロビー」の皆さん
と一緒に頑張って行け

れば嬉しいです！ 
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② facebook で活動を発信しよう！ 

2 回目は「和泉市」や「アイ・あいロビー」のページを

参考に、団体の facebook ページを作成して情報発信の練

習。 

「おぼろげながら使っていましたが受講して使用範囲が

広がりました。まだまだ理解できていませんが、継続して

活用していきたいと思います。」 

「受講前から親切に対応していただき好感が持てました。

説明が分かり易く、サポートもあって助かりました。機会

があれば、もう一度受講を希望します。」 

 

みなさんやる気満々で、講座終了後も講師の宝楽さんは

質問攻めに会って、なかなか帰してもらえませんでした。 

 

イベント・講座・ボランティア報告 (１０～１２月) 

籠作り(クリスマスクラフト籠) 

12 月 19 日（土）参加者 15 名 

講師：浦川 健一氏 

参加者感想 

・安価な料金で、いろいろ 

教えていただき、ありが 

とうございました。 

ものさしやせんたくばさ 

みなど身近なもので作る楽しさがよかったです。 

 

・楽しい講座でしたが

時間が足りませんで

した。もっとゆっくり

やりたかったです。 

 

 

アイ・あいロビー教室 開催報告  

(毎月第３土曜日午後１時３０分～３時３０分) 

花植え・花守り隊からの報告 

 10 月 23 日に花の撤去作業を行い、その土壌改良を

経て雨上がりの 11 月 20 日和泉中央駅前花壇で秋の

植生作業を実施致しました。花の種類はハボタン、ス

トック、プリムラ、ビオラ、パンジー 1500 株です。 

参加者は初参加 3 名を含む 16 名。１時間程で植え

終わりました。みなさん大変ごくろうさまでした。 

今後も、随時、草抜きを致しますのでご協力下さい。 

  （花植え・花守り隊 隊長 宝閣 善信） 

 

 

 

 

 

 

【子育て世代応援】 

親子で楽しむももやまキッズランド  

～桃大生のお姉さんお兄さんとつくって遊ぼう！～  

★10 月 10 日（土） 

参加者 19 人（子ども 12、保護者 7） 

プラ板とスライムづくり（桃大生） 

バルーンでアンパンマンづくり 

（いずみヒューマンネット） 

★12 月 12 日(土)参加者 24 人(子ども 13、保護者 11) 

プラ板とスライムづくり 

 折り紙でサンタとツリーづくり 

（桃大生のサンタクロース、おりづるクラブ） 

 

 

 

 

 

 

 

スライムを触っているときは、良い笑顔で見ていて

うれしくなりました。 

いろんなあそびができて、子どもも大喜びでした。

「また来たいなー。明日もやってるん？」と息子。ま

たこのような企画があれば参加したいです。 

とても充実した内容で楽しく取り組んでいました。 

         （恊働推進部会） 

 

【講座開催報告】 

facebook を市民活動に活かそう！ 

11 月 21 日（土）12 月 12 日（土） 

参加者 延べ 26 人（2 回開催） 

講師：宝楽 陸寛さん 

（NPO 法人 SEIN 事務局長） 

① facebookはこわくない！初めてみよう！」 

まずは登録して、講師や参加者同士で友だちになって

つながる意味を理解してもらいました。 

それから約 1 か月実際に使用してみて、つながること

（友だちをたくさん作ること）で情報が入ってくること

を体験。 

「メールするほどの関係でなくても、いろいろ近況が

わかって楽しかった」 
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和泉ボランティア・市民活動フェスタ 2015 【 10月 31日 】 

今年のフェスタは、いくつかの新しい試み・工夫をしたことで、

開会式から抽選会、閉会式まで一日中アムゼ広場が賑わいを 

みせました。スタッフのみなさん、出演者、出展者のみなさん、

お疲れさまでした。 

（和泉ボランティア・市民活動フェスタ実行委員会）  

～気づきから築きへ みんなで広げる 大きな輪～ 

来場者 推定1500名 

イベント参加者450名 

 

新しい試みとして防災コーナーを

設け、防災の啓発活動のほかに災

害義援金募金を実施。ご寄付いた

だきました義援金20.884円は被

災地に送りました。 

オープニングは纏会 

ケスンジャーも応援に 

駆け付けてくれました！ 

 

 

 

 

 

 

 

ええやん賞 

おもろいやん賞 

今年は来場者に投票で 

最優秀パネル展示を選んでもら

いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桃山学院大学生がたくさんスタッフと

して参加し、また舞台でも“よさこい踊

り”で「おおとり」をつとめたことで、

会場全体が若いエネルギーに包まれま

した。 

会場のアムゼ広場に、ミニ遊びの広場、車いす体験コーナー、防災コーナー、
パネル展示などを集め、ステージやワークショップと一体感を出しました。 

自転車大当たり！ 

おめでとうございました。 
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★ 投稿記事募集 ★ 

「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。 

みなさんのグループを PRしてみませんか！ 
 

【投稿方法】 次回発行 2016/4/1 

2月 15日（月）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。 

「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。 

 

相 談 支 援 

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」等 

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？」等 

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 
ミーティングルームや会議室の貸出しを行います。 

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ください。 

活動機材の貸出 
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 

情 報 提 供 

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 

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（年 4回）や、ホームページによる情報発信を行います。 

補助金・助成金事業を紹介します。 

講 座 の 開 催 

各種講座を開催し、学習の提供・啓発を行います。 

《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、見学会等 

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します。 

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し込みを受け付けます。 

 

★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！ 

 

 
 
年末年始の休館日のご案内 

 

「アイ・あいロビー」は 12月 29日（火）～1 月 3 日（日）まで 

休館いたします。 
 

☆ 12月 28日（月）まで平常業務 

☆ 12月 29日（火）～1月 3日（日） 休館 

☆  １月 4日（月）から平常業務 

 

本年もよろしくお願いいたします。 

 

お問い合わせ・発行元 

（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 毎月最終日曜日、及び年末年始 


