
◆発行◆ 和泉ボランティア・市民活動センター「アイ・あいロビー」 

p.2 特集！ 
これからの市民活動 ～もう一歩先へ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p.4 イベント・講座のご案内 

p.8 各種イベント・講座 開催報告 

p.5 p.6 情報コーナー 

p.7 アイ・あいロビー教室 

p.9 「アイ・あいロビー」からのお知らせ 

 

ボランティア・市民活動情報        
ニュース 

あらゆる市民活動を総合的に応援する情報紙 【第 19 号】 平成 29年 1 月 1 日 

 あつまる 

 つながる 

和泉 

 つかえる 

 まなべる 

ファシリテーター講座、小学校福祉体験学習、他 

傾聴ボランティア講座 

ボランティア・市民活動情報交換会、交流会、他 
ボランティア情報、助成金情報、 

税理士による相談業務受付、活動紹介、他 

手縫いで作ろう!! メビウスマフラー、運動で若返ろう！手軽にできる健康体操 

大阪府地区選抜ディスコン交流大会優勝、知事表彰、ちょいず届出箱設置、他 

平成 14年 10月 

和泉市環境美化推進制度により 

「ふれあいのみち アイ・あい」が 

認定されてから 14年。毎年 2回 

花の植え替えを実施しています。 
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特集！ TOPICS 

 
 

 

 

 

今年のフェスタは従来の会場が工事のためシティプラザ 3 階レセプシ

ョンホールで開催することになりました。最大の課題は一般市民の方に

いかに 3 階まで足を運んで貰うかでしたが、桃山学院大学生、コダイく

ん、ロマンちゃん、ケスンジャー、スクィーンたちの協力で、たくさん

の方にメイン会場に足を運んでもらえたように思います。 

 

メイン会場は舞台出演も従来の 1.5 倍と多く、ワークショップや遊び

の広場は多くの人で賑わい、会場全体に一体感があったように感じまし

た。100 名近いボランティアさんや多数の登録団体、桃山学院大生など

の協力により、和泉市制施行 60 周年記念事業として、成功裏に終えるこ

とができました。ご協力をいただいた皆さまに心から感謝いたします。       （実行委員長 大平 直樹） 
 

もう一歩先に．．．  
 

「市民活動」から「市民公益活動」へ  「センター」から「支援センター」へ 

 

大平実行委員長から「アイ・あいロビー」の現状と課題を、森吉市長公室長か

ら「公民協働としての仕掛け」について話していただいた後、久教授から「公民

協働のあり方」を、お墓や介護の話などの例え話を入れながらとてもわかりやす

く説明していただきました。 

 

これまで市役所がやってきたことが出来なくなったので市民でやっていこう

ではなく、本来市民同士が支え合いでやってきたことを、ある時期から税金を払

って市役所にやってもらうという考えに変わってきたのではないだろうか。しか

し今度は、お金がなくなると市役所だけではできない。市民の方々もお互い様と

いうところを増やしてほしい、これが協働ということになります。 

 

これから「アイ・あいロビー」も「公益」（みんなのため社会のため）、そし

て「支援」という役割が非常に重要だと思っています、支援を受けて活動団体

さんが自分の力で育っていくという観点が重要です。 

市役所に頼るのではなく、市民同士、市民グループ同士で率直に話し合って、

一緒にやれることを見つけようという形ができ、その場づくりの支援もできれ

ば良いと思います。 

 

これからの「市民活動」 
助成金情報の提供、話し合いの場を設けるなど、近い所からや

っていきたいと思います。皆さんアイ・あいロビーにどんどん顔

を出していただき、一緒に頑張りましょう。（大平実行委員長） 

 

「市民による市民のための町づくり」、これはどんどん促進して、

出来る限り支援していきたい、更なる活性化を期待しております。

（森吉市長公室長） 

 

「言ってくれたら手伝う」ではなくて、「私がやる」と言う立場

の方々が増えていけば、和泉市も市民活動がより活発化すると思

います。（久教授） 

（特集ページまとめ 情報収集・提供部会） 

フェスタの最後に「トーク＆トーク＆トーク」と題して 

「これからの「アイ・あいロビー」について討論会を開催 

和泉市制施行 60周年記念事業

和泉ボランティア・市民活動フェスタ 2016 【11月 23日開催】 

市民活動の展望～これからの「アイ・あいロビー」～ 

来場者 推定 1200名 

イベント参加者 500名 

 

（左）近畿大学の久隆浩教授 

（右）和泉市の森吉市長公室長 

（中央）大平実行委員長 

昨年 11月 13日、「大阪府市町村ボランティア連絡

会 設立 20 周年 記念イベント」が「大阪府立大学

ボランティアセンター」との協働で開催され、「アイ・

あいロビー」もパネル展示で参加しました。 

 

「アイ・あいロビー」も平成 10年 3月、ボランテ

ィアの活動拠点として誕生してから18年。その間、

たくさんのボランティアさんが集まって、「であい・ふ

れあい・助けあい・気づき・絆・仲間」など、さまざま

なキーワードでボランティア活動の発展と地域福祉の

向上に努めてきましたが、これからは少し外にも目を

向けて「公益支援センター」として何ができるのか

を考え始める時期に来たのではないでしょうか。 
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今年で 18回目を迎えた和泉ボランティア・市民活動フェスタ 
メイン会場は、多くの人で賑わい、熱気と笑顔が溢れていました 

今年の参加者は、ステージ 22 組、ワー

クショップ 12 団体、パネル展示 10 団体、

スタンプラリー200 名と多くの人で賑わ

いました。 

屋内の限られたスペースの中で、スタッ

フは配置や動線に大変苦労したようです

が、参加者の皆様からは「楽しかった！」

「参加してよかった」「来年もぜひ参加し

たい」と好評の感想をいただくことができ

ました。 

 

パネル展示 

今年のええやん賞は、「大阪友の会」と

「和泉市食生活改善推進協議会」。おもろ

いやん賞は、「パソコンボランティアｗｉ

ｎｇ」でした。 

ミニ遊びの広場 

釣り、お菓子釣りは、幼児から小学生低

学年の子供達が遊ばれ、ご家族も一緒に釣

れたと大喜び。昆虫写真の的当ては、意外

と大人の参加も多く、童心に帰って当たる

までトライされていました。 

3 階のメイン会場への足掛かりになるよ

うにと、１階の屋外に特設会場（スタンプラ

リーの受付、防災コーナー、CSW・車イス体

験コーナー）などを設け、オープニングには

桃山学院大学生の“よさこい”などのダンス

をはじめ、和泉市や消防署のキャラクターに

よるチラシ配りなど．．．テントが吹き飛ばさ

れるような強風の中、がんばりました！ 

1階の特設会場は、とても寒い 

強風の中、がんばりました！ 



イベント・講座のご案内  
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◆普通救命講習会のご案内 

 

（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。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年次報告会＆ボランティア市民活動情報交換会 
 

開催日時：3月 6日（月） 午後 1時 30分～3時 30分          

場  所：「アイ・あいロビー」会議室 

※年次報告会（午後 1 時 30分～2 時 20 分） 

「アイ・あいロビー」についての活動内容を紹介し、各部会から年間の活動内容を 

報告するなど参加者の方々に、「アイ・あいロビー」を良く知っていただく機会になります。 

  ※情報交換会（午後 2 時 30 分～3 時 30 分） 

参加者がお互いに自己紹介や日頃の活動内容を話すなど情報交換出来る機会になり、名刺交換や 

コラボレーションへの発展にもつながるチャンスにもなるでしょう。 

（交流促進・ネットワーク部会、運営委員会） 

 

ボランティア・市民活動ステップアップ講座  

傾聴ボランティア講座 ～傾聴って何？ 学んでみませんか～ 
 

開催日時：2 月 8 日（水）午後 1 時 30 分～３時        

講  師：大関 幸代 氏、長 久仁子 氏 （福祉カウセリング協会） 

開催場所：「アイ・あいロビー」会議室 

募集人員：30 名 

 

＊ボランティア活動のスキルアップ、 

バージョンアップをめざしましょう！ 

① 傾聴ボランティアって何？？？ 

② 傾聴者の心構え・・・態度・表情など 

③ 傾聴することにより相手はどんなふうにかわっていくのか 

④ 具体例・事例を挙げて、質問にも答えてくださいます。 
 

 申込受付：平成 29 年 1 月 8 日（日）午前 9 時より 

「アイ・あいロビー」にて電話受付 

（啓発学習・提供部会） 

開催日時：1 月 16 日（月） 
午後 1 時 30 分～３時 30 分 

開催場所：「アイ・あいロビー」会議室    

 

お問い合わせ・申し込みは「アイ・あいロビー」まで  電話：0725-57-0294  FAX：0725-57-3294 

 

 

 

老人クラブ・福祉施設・校区社協ボランティア・「アイ・あいロビー」の登録団体・

個人ボランティアさん・依頼団体など、どなたでも参加できます。 

みなさんがどんな活動をされているかを知る良いチャンスです！！ 

（交流促進・ネットワーク部会） 

毎回大好評！日頃施設で活動しているみなさんの活動、パフォーマンスを披露。 

今回も「〇×ゲーム」など、お楽しみ会もレベルアップ。乞うご期待を!! 



情報コーナー ～ボランティア～ 
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（センター管理・アドバイザー部会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お話し相手＆一緒に食事など 

活動日：月～土 午前 11 時～午後 2 時 

（月１回でも OK） 

場 所：山荘町 老人施設 

条 件：募集人員 数名（男女不問） 

買い物・行事の付き添い 

活動日：土曜・日曜・祝日 午前 10 時～ 

場 所：伏屋町 福祉施設 

条 件：募集人員 2 名（男女不問） 

防災は「もしも」ではなく 

「いつも」の中に 
 

日常の中に防災を取り入れる新しいカタチの 

防災訓練、減災活動で受援力を高めましょう！ 

 

災害図上訓練（DIG） 

避難所運営ゲーム（HUG） 

災害をイメージしてみよう（目黒巻） 

非常食を食べてみよう 

備蓄倉庫を点検しよう 

バスタオルで作る防災ずきん…などなど。 

 

出前講座受付中！（相談無料） 

まずは気軽にご相談ください。 
 

お問い合わせ：NPO法人 和泉防災ネットワーク 

（090-6200-4657） 

 Facebook  https://www.facebook.com/idpncafe 

 

信太山里山講座 受講生募集！ 
 
公園づくりに参加しませんか？ 
 

色々な世代の方が 

楽しく参加しています。 

今回は、公園づくりの 

保全や管理、計画の講座 

などもあり充実した 

内容です。 

カスミサンショウウオや 

コゲラ、ノスリなどの 

野鳥も訪れる信太山。 

中学生から大学生の 

学生さんもおまちしています！  

 

日 時：1月 8日（日）：里山での実践講座 

2月 5日（日）：公園づくりの活動を学ぶ 

※いずれも午前 9時～12時 

場 所：信太の森ふるさと館、和泉市信太山丘陵市有地 
 

お問い合わせ：和泉市環境保全課自然環境係

（0725-41-1551） 

 

電話 0725-41-1551 

 

 

信太の森ふるさと館、信太山丘陵市有地 

この他にも随時ボランティアを募集しています。 

詳しくは「アイ・あいロビー」までお問い合わせください。 

 

 

登録団体や関係施設からのお知らせを掲載しています。 

掲載希望の方は、10 ページをご参照ください。 

第 21回 

防災とボランティア・市民の集い 
 
体験！ 避難所運営ゲームで大地震に備えよう！ 
 

日 時：1月 15日（日）午前 9時 30 分～12時 

場 所：和泉市立国府小学校 体育館 
 

避難所運営ゲーム（ＨＵＧ・ハグ）とは？  

避難者の年齢、性別、国籍やそれぞれが抱える事情が書かれ 

たカードを、避難所に見立てた平面図にどれだけ適切に配置 

できるか、また避難所で起こる様々な出来事にどう対応して 

いくかを模擬体験するゲームです。 

 

お問い合わせ：和泉市公民協働推進室危機管理担当  

（0725-99-8104） 

お問い合わせ・申し込みは「アイ・あいロビー」まで  電話：0725-57-0294  FAX：0725-57-3294 



情報コーナー ～ＮＰＯ・市民活動～ 
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詳細は各団体に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） 

【1】近畿ろうきんＮＰＯアワード 

助成対象 

近畿２府４県に主たる事務所を置き、非営利の市民活動・ボ

ランティア活動を行う、NPO 法人と法人格のない任意団体。 

2017 年 4 月 1 日～2018 年 3 月 31 日に、日本国内で実施

する新規プログラムで、以下のいずれかの子育て支援事業。 

・子どもの成長を応援する事業 

・子育て環境を整える事業 

助成金額 (数字は団体数) 

【はばたきコース】団体規模に関係なく新規プログラムを募集 

大賞 50 万円(1)  優秀賞 30 万円(2)  奨励賞 20 万円(5)  

【はぐくみコース】予算規模 200 万円以下の小規模団体 

 はぐくみ賞 10 万円(4)    

締切日 

2017 年 1 月 31 日（火） ＊必着 

問い合わせ先 

http://www.rokin.or.jp/ 

近畿労働金庫 地域共生推進室    担当：浦田・中須 

Tel：06-6449-0842 Fax：06-6449-1303 

 

【2】第 8 回社会貢献基金助成 

助成対象 

地域の種々の災害の救済、社会福祉事業、環境保全事業、国

際協力など社会貢献活動を行う各種団体 

（1）研究助成事業（2）高齢者福祉事業（3）障害者福祉事

業 

（4）児童福祉事業（5）環境・文化財保全事業（6）国際協

力・交流事業 

助成金額 

総額およそ 1,000 万円を目途 １件当たりの助成額上限は

200 万円。但し、研究助成事業においては、100 万円上限 

締切日 

2017 年 2 月 28 日（火）＊必着 

問い合わせ先 

http://www.zengokyo.or.jp 

一般財団法人冠婚葬祭文化振興財団 社会貢献基金助成運

営事務局 Tel：03-3596-0061 

【3】平成 29 年度地域福祉振興助成金の募集 

助成対象 

社会福祉活動の実績のある非営利団体 

地域福祉活動の振興に寄与する事業 

・障がい者や高齢者、児童等福祉の向上に寄与するボラン 

ティアなどによる草の根活動 

助成金額【助成額は２０万円以内】 

ａ：福祉活動機器購入（助成は、３年に１回） 

ｂ：社会参加推進 

ｃ：講演会等開催 

ｄ：普及・啓発 

（普及啓発活動に要する印刷物、物品等の助成は、 

３年に１回） 

ｅ：その他（ａからｄに該当しない事業。） 

締切日 

平成 29 年 1 月 27 日(金曜日） 

問い合わせ先 
http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikifukushi/kikin/josei-

boshu.html 

社会福祉法人大阪府社会福祉協議会 

大阪府ボランティア・市民活動センター 

Tel：06-6762-9631  

 

 

 

 

 
） 

 
 

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。 

 

日時： 1月～3月 第 4水曜日 午後 2時～4時 

費用： 無料 

 

 

 

 

 

 

  
 

（「アイ・あいロビー」事務局） 

 

 

 

 

お問い合わせ・申し込みは「アイ・あいロビー」まで  

電話：0725-57-0294  FAX：0725-57-3294 



アイ・あいロビー教室 
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切り紙教室（桜・梅・星など） 
講師：三津井 博次 氏 

11 月 19 日（土） 参加者 14 名 

 

 

 

 

 

 

クリスマスの小物を作ろう！ 
講師：大阪友の会 泉北方面 
12 月１7 日（土） 参加者：1３名 

 

 

 

日頃のボランティア活動に役立てるため、「アイ・あいロビー」に関心を持っていただくために、 

各部会が企画し、毎月第 3土曜日に開催しています。みなさん、気軽にご参加ください！ 
 

★これからの アイ・あいロビー教室 【毎月第 3 土曜日】 

（1 月） 

手縫いで作ろう!! メビウスマフラー 
（2 月） 

運動で若返ろう！ 手軽にできる健康体操 
 

日 時：1月 21日（土） 
       午後 1時 30分～3時 30分 

日 時：2月 18日（土） 
       午後 1時 30分～3時 30 分 

 

講 師：後藤 信子 氏  講 師：栗山 寿代 氏 
 

定 員：15 名  材料費：５００円 定 員：15 名  

持ち物：針、糸、マチ針、ハサミなど 持ち物：タオル、水分、運動できる服装  

申込み：1 月 7 日（土） 申込み：2 月 6 日（月）  

各申し込み日の午前９時から定員に達するまで電話受付  

★これまでのアイ・あいロビー教室 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

お問い合わせ・申し込みは「アイ・あいロビー」まで  電話：0725-57-0294  FAX：0725-57-3294 

まず基本の５つ折りを何枚も折り、手順やコツを分ってから

桜、梅、星、ハートを切る線を描き、一つずつ切り出しました。 

・楽しく学べました。 

・集中して日頃使わない頭を使いました。 

・きちんと折ることが大切と分かりました。 

・写真を見せていただき、やってみたいと思ってました。 

・実際にやってみて、とても楽しくずっとしていたい感じです。 

・ワクワク感がありました。家でもやってみます。 

・さっそく孫たちに教えてやりたい思います。 

 

・子どもが参加したいということで参加させていただきました。 

手芸は久しぶりで縫い方も忘れていましたが楽しくできました。優しく 

教えていただきありがとうございました。(母) 

・手芸が大好きで参加しました。とても楽しかったです。 

機会があれば参加したいです。(子) 

・小学校以来の針と糸でサンタとツリーの刺繍を体験しました。始めは講師の方の 

手を借りながら糸を絡めたり針で指をついたりしながらも、どうにか可愛いクリ 

スマスの飾りが出来ました。ありがとうございました。 



各種イベント・講座 開催報告 
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★ファシリテーター講座 
～仲間と繋がるファシリテーション力～ 

 

12 月 4 日（日）  

講師：宝楽 隆寛氏 

（NPO 法人 SEIN 事務局長、ファシリテーター）  
 

各地で“町づくりや地域の絆づくり”に尽力されている宝楽

さんを講師にお呼びして、「仲間との上手なつながり方」「会議

や話し合いをスムースに進めるコツ」「地域で活動する上で役立

つコツ」などを“ホワイトボード・ミーティング”という手法を

使って学びました。 

“ホワイトボード・ミーティング”とはホワイトボードを使っ

て、参加者の意見を書き出していき、進行役（ファシリテータ

ー）が“オープン・クエスチョン”という方法で参加者と情報共

有を深めていく方法です。 

３人ずつのグループに分かれ、“オープン・クエスチョン”の

やり方や“役割分担会議”の練習をしました。実際にフェスタの

実行委員会などの会議に活用できれば、誰が見てもわかる形で

情報を共有し、経験の有無を超えて、役割分担ができるのでは

と思いました。             （協働推進部会） 

 

★小学校福祉体験学習参加報告 

11 月 15 日（火）光明台北小学校 4 年生 133 名 

 

校区社協ボランティアさんやＰＴＡの方、アドバイ

ザー、桃山学院大学生など 33 名の協力でアイマスク

と車イスの体験学習を行いました。 

 

不安や不自由の様子が体験できるようにと願いました。

「見えないのは怖いと思った」「声かけの大切さがわかっ

た」ユニバーサルデザインの話などに質問も出ました。 

子どもたちは「車いすの準備から最後のたたむところま

で全部一人で出来るようになった」など元気な笑顔に、疲

れも吹っ飛びました。 

（センター管理・アドバイザー部会） 

 

 

 

 

 

★ももやまキッズランド 
12 月 10 日（土） 参加者 62 名 

13 家族 36 名（子ども 23 名、大人 13 名）の親子と桃大生 17 名、ボランティア・アドバイザー4 名、オアシス 5名 

 

当初参加申し込みが少なく気をもみましたが、最終的に

は 13 家族 36 名の親子の参加があり、会場は大賑わい。桃

大生がサンタやスノーマンやツリーなどの着ぐるみを着て

クリスマスムードを演出。内容はプラ板づくり、おり紙でサ

ンタとツリーづくり、バルーン教室、パンケーキづくりと盛

りだくさん。 

最後に全員でクリスマスソングを歌い、サンタクロース

からプレゼントを貰い子どもたちは満面の笑顔でハイタッ

チ。感想も楽しかった、また参加したいと大好評でした。 

（協働推進部会） 

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をサポートするボ

ランティアさんを募集しています。 

午前 10 時～12 時 参加者 12 名 
午後  1 時～ 3 時 参加者 13 名 

お問い合わせ・申し込みは「アイ・あいロビー」まで 電話：0725-57-0294 FAX：0725-57-3294 

 



「アイ・あいロビー」からのお知らせ 
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昨年は“「アイ・あいロビー」の認知度アップ”に向けて一歩を踏み出した年でした。情報誌アイ・あいロビー

ニュースの増刷、アイロビ掲示板の活用、桃山学院大学やオアシスとの協働、交流サロンでの活発な交流など。 

さて今年は、市民活動が抱えている課題やニーズをヒヤリングし、少しでも支援する方法を探しだす年にした

いと思います。まずは、誰でも気軽に参加し話し合える場、“おしゃべりサロン”を定期的に開催し、その取っ掛

かりを作りたいと考えます。本年もよろしくお願いいたします。  

 

 

新年のおめでたいこの時期に合わせて、おめでたい投稿をご紹介します。 

 

 

男性 2 名、女性 4 名 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「届出期間」 2 月 1 日（水）～2 月 28 日（火） 

あなたの１票が市民活動を支えます 

～ひろげよう！つなげよう！市民活動の“和”～ 

 

     

 

第 1 回大阪府地区選抜ディスコン交流大会 和泉市の団体が初優勝！ 

平成 28 年 10 月 8 日（土）大阪市中央体育館で大阪府内から選

抜された 48 チームが参加し、第１回大阪府地区選抜ディスコン交

流大会が開催された。 

和泉市から 3 チームが参加し、団体戦 6 人制、リーグ戦方式で

各チーム 6 試合の大熱戦が展開された結果、「和泉３」が 6 戦全勝
で堂々の を飾った。今回の大活躍により和泉市内でディス

コン普及活動に更に弾みがつくものと思われる。 

平成 28 年 11 月 16 日に開催された「大

阪府社会福祉大会」で、長年にわたり社会

福祉の向上に貢献されたボランティア団体

（33 団体）に対して大阪府知事より表彰が

ありました。 

「アイ・あいロビー」登録グループより、

2 団体が表彰されました。 

平成 28年度大阪府社会福祉大会  大阪府知事表彰 

音訳グループ ポッポ 

 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） 

 市民のみなさんが支援したい市民活動団体を選択し、 

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。 

「ちょいず」とは？  

（「アイ・あいロビー」事務局） 

「アイ・あいロビー」は 12 月 29 日（木）～1月 3 日（火）まで休館いたします。 

★1 月 4 日（水）からは平常業務です。 本年もよろしくお願いいたします。 

ディスコン優勝チーム 

設立：2004 年  
メンバー 32 名 

設立：1995 年 
メンバー 10 名 

手づくりおもちゃ教室の開催、毎年 40 回の地域に密着した 
ボランティア活動、ディスコン競技の普及活動、歌声サロン 

や男性料理教室の開催など幅広い活動をしている団体です。 

視覚障がい者に音訳ボランティアを継続的に行なっており、 

ひとりひとりの細かな要望にも積極的に対応して、市内にお
ける音訳ボランティア活動を先導されてこられた団体です。 

（和泉市ディスコン協会 会長 宝閣善信） 

（「アイ・あいロビー」事務局） 

「アイ・あいロビー」にも届出箱を置きます。 

いずみヒューマンネット 

（運営委員長 大平直樹） 
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「アイ・あいロビー」では、ボランティア・市民活動に関する相談を始め、活動場所の提供、活動に必要な機材の貸出しや情

報の提供、ボランティア保険の受付など、みなさんが活動しやすい環境作りを行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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：毎月最終の日曜日、及び年末年始 

「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：平成 29 年 3 月 1 日 

1 月 18 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。 

「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！ 
 

相談支援 

ボランティアに関する相談 

活動したい方、依頼したい方への 

ボランティア・アドバイザーによる相談・アドバイス 

ＮＰＯに関する相談 

設立申請、各種変更届け出などの手続きに関する 

相談、運営の悩みなど 

市民活動サポート（おたすけ隊）への仲介 

ボランティア保険の受付 

 

情報発信 

ボランティア依頼の掲示 

探してますボランティアさん 

「アイ・あいロビーニュース」の発行 

イベント・講座案内、活動紹介、助成金情報、 

ボランティア募集情報、「アイ・あいロビー」 

からのお知らせ、他 

アイ・あいロビーメルマガ配信（aimag） 

「アイ・あいロビー」登録者への情報発信 

ボランティア・市民活動紹介誌の発行 

ボランティア・市民活動団体の紹介 

ホームページによる情報発信 

 

 

 

 

 

★ 投稿記事募集 ★ 

活動支援 

活動場所の提供 

会議室、ミーティングルーム、フリースペース 

設備の提供 

コピー機、印刷機、パソコン、プリンター、 

テレビ、ビデオデッキ、マイクセット、他 

無線ＬＡＮによるインターネット接続サービス 

備品や資料の貸出し 

車いす、高齢者擬似体験セット、アイマスク、 

点字器、書籍、視聴覚教材、他 

各種研修・講座の開催、イベントの企画 

ボランティアや市民活動に関する各種講座 

交流サロンやフェスティバルなど 


