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特集！

人をつなぐ

コミュニティカフェ

最近増えているコミュニティカフェとは？ 居場所、たまり場、ゆるやかな関係．
．．
出会いと交流の場、情報発信の拠点として．
．
．人が集まると何かが起こる！

つながる

p.4 イベント・各種講座
ももやまキッズランドのご案内
傾聴ボランティア講座の報告、他

まなべる

あつまる

p.5 p.6 情報コーナー
ボランティア情報、活動紹介、
活動を応援する耳より情報 CANPAN、他

p.7 アイ・あいロビー教室
押し花教室、健康教室、小物作り（ウッドビーズ・ネックレス）

p.8 「アイ・あいロビー」この一年
平成２８年度の活動報告、ご利用状況など

つかえる

p.9 「アイ・あいロビー」からのお知らせ
平成 29 年度に向けて、ボランティア・市民活動登録更新のご案内、他

◆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」

特集！

TOPICS

人々の出会いと交流の場「コミュニティカフェ」

人が集まれば何かが起こる！

最近増え続けている「コミュニティカフェ」とは？
かつて日本のまちには家々の縁側がありました。縁側は、人々の交流の場であり、
居場所でした。
人と人の出会いの場となり、趣味やアート、食べ物、伝統行事、子育てなど、さ
まざまなテーマで人が語り合う場である現代の「地域（まち）の縁側」をつくろう。
そんな思いで、若者、子どもたち、リタイア世代、高齢者、障がい者、子育ての
おかあさん、おとうさん...さまざまな方が心地よい距離感を保ちながらも地域に密
着し、つながり合う居場所づくりを目指しています。
【日本コミュニティカフェ協会「地域（まち）の縁側 com-cafe」
】より

「コミュニティカフェ」は、
「茶の間」
「たまり場」
「縁側」
「サロン」など呼び方はさまざまで
すが、地域の人に集う場を提供し、飲食を楽しみながら子育てママや高齢者の支援、町づくりに
取り組んでいます。
最近では、市民の出会いと交流の場、情報発信の拠点として、また、
「ほっとできるみんなの
場」として、加えて、環境・福祉等の問題解決の場に、さらに、事業とし成立するビジネスモデ
ルとしても注目されています。

「コミュニティカフェ」の形態と人々が求めるもの
今までは、主催者側が主導で、テーマを決めて開催し、そこで参加者が何かを得て帰る。出会いや
交流を求めている人にとって、また、同じ趣味や目的を持った仲間と過ごす時間は、とても楽しい時
間になると思います。
ただ、具体的な目的がみつからない人や自分探しをしているような人には、みんなと一緒に何かを
するのが苦痛な時もあります。
高齢者に限らず、コミュニケーションを取るのが苦手な人が引きこもらないように、気軽に行くこ
とができるゆったりとした空間。みんなで一緒に何かをするのではなく、将棋をしたり、おしゃべり
をしたり、好きな時間に来て帰ることのできるようなゆるやかなつながり。そのような「居場所」で
も、続けることできっと発見はあるはずです。
いずれにしても、
「人が集まれば何かがおこる」ことは間違いない。そのあたりが「コミュニティカ
フェ」が増え続けている理由ではないでしょうか。
（情報収集・提供部会）

地域のいきいきサロン
和泉市社会福祉協議会では、以前より校区社協のボランティア
活動の一環として、食事会や誕生日会など高齢者の見守りを行な
っていましたが、平成 10 年より、正式に「いきいきサロン」とし
て定着しました。
地域を拠点に、住民である当事者とボランティアとが協働で企
画をし、内容を決め、共に運営していく楽しい仲間づくりの活動
として、毎月、町会・自治会館や集会所等で、レクリエーションや
体操、おしゃべり等を通して交流し、地域のむすびつきを育み、助
け合い・支え合う地域づくりをすすめています。
いきいきサロンで、
「気軽に」
「無理なく」
「楽しく」話して笑い、
時間を過ごすことが、高齢者の新しい生活習慣として広まるとき、
ご近所のみんなの中で、「寝たきり知らず」「ボケ（認知症）知ら
ず」が広まってくるのではないでしょうか。
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●地域サロンのメリット
心と体のリフレッシュができる
仲間や生きがいができる
地域のネットワークができる

地域にこだわらないテーマ型
歌声喫茶やブックカフェをはじめ、大阪府内には「全
国コミュニティカフェ・ネットワーク」に登録されてい
るだけでも 100 件以上のコミュニティカフェが運営さ
れています。スローカフェ、カルチャースペース、シニ
アＩＴ、オーガニックカフェ、クラフトカフェ、レンタ
ルスペース、セカンドステージ応援、映像発信...など。
公益社団法人長寿社会文化協会（WAC）
全国コミュニティカフェ・ネットワークより

和泉市では、誰もが自由に参加でき、話題もみんなが自
由に持ち寄って、気軽にワイワイおしゃべりをする交流の
場として開催しています。
地域の話・暮らしの話・活動の取り組みの紹介など、
その場で提起されたいろいろな話題で
話し合いをし、その話題の中での「気
づき」や参加者同士の「つながり」な
ど新しい活動や関係が生まれるきっか
けになればと考えています。

まちの縁側、地域の茶の間

認知症の人と家族、地域住民、専門職等の誰もが参加
でき、集う場として開催。
現在和泉市では
9 か所の施設で開催
（詳細は和泉市の
ホームページ参照）

「防災」をテーマに気軽に立ち寄ることのできる場所
ひとりでゆっくり 書籍コーナー
みんなでワイワイ おしゃべりコーナー
1 ドリンクで いつでもぼうさい
困ったときは 「ぼうさい何でも相談」まで

（詳細は和泉市のホームページ参照）

「アイ・あいロビー」でも、
定期的に「ボランティア・市民活動交流サロン」
を開催 （関連記事 P4）

NPO 法人 和泉防災ネットワーク主催
https://www.facebook.com/idpncafe/

みなさんの日頃の活動や
パフォーマンスを披露した
り、老人クラブ、福祉施設な
どボランティアを依頼する
側の人たちともお茶を飲み
ながら気軽におしゃべり。

バス研修に参加して
1 月 29 日（日）

参加者 49 名

穏やかな冬の日、和歌山県田辺市の施設を訪れました。
実行委員会と市社協が運営する常設型のサロンです。
稲成町のパビリオンシティレストラン街にあり、誰もが使え、
飲み物も有り、喫茶店にいるようなほっとする場所でした。
利用者が増え社協登録と会費、認知度もアップしたとのこと。
昼食は「秋津野ガルテン」元小学校校舎利用の住民運営施設です。
懐かしい教室でいただく農家の皆さんの手作りバイキング料理はと
ても美味しかったです。
校庭内には地元のお母さん方がつくるスローフードバイキング料理
を提供する農家レストランや宿泊施設、お菓子体験工房や旧木造校舎
を活かした体験棟、また地域のみかん作りの歴史を紐解いたみかん資
料館などもあります。
（センター管理・アドバイザー部会）
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イベント・各種講座
子育て世代応援

親子で楽しむ
桃大のお姉さん
お兄さんと遊ぼう

3 月 25 日（土）、5 月 20 日（土）
午前 10 時～12 時 30 分
場 所：
「アイ・あいロビー」1 階と、コミュニティカフェ「オアシス」2 階
内 容：スライム作り、紙芝居、キラキラシャボン玉、パンケーキ作り
対 象：3 歳～小学 4 年生

親子で 20 組

参加費：親子で 300 円、子ども 2 人目以上は 100 円ずつ追加
申 込：3 月 6 日（月）より「アイ・あいロビー」まで電話にて受付
（協働推進部会）

お問い合わせ・申し込みは「アイ・あいロビー」まで

◆普通救命講習会のご案内
日

パンケーキ作り

電話：0725-57-0294

時：毎月 第 1 日曜日
午後 1 時～4 時

FAX：0725-57-3294

たくさんのご参加 ありがとうございました。

場 所：
「アイ・あいロビー」会議室
受講料：無料

ボランティア・市民活動ステップアップ講座

申込み：
「アイ・あいロビー」で随時受付
※修了者には消防長の修了証を交付

傾聴ボランティア講座

※自動体外式除細動器（AED）の操作も含まれています。

傾聴って何？学んでみませんか

毎回大好評！

平成 29 年 2 月 8 日（水）参加者 30 名
講師：大関 幸代 氏 ・ 長 久仁子 氏

次回も 乞うご期待

（福祉カウンセリング協会）

平成 29 年 1 月 16 日（月）参加者 61 名
日頃施設で活動しているボランティア・市民活動の
パフォーマンスを披露。
◆寸劇は大変楽しく音結さんの音楽療法いいですね。
マジック大道芸は面白い。
◆毎年交流サロンに参加、楽しい時間をすごさせていた
だいています。
◆交流サロン楽しみにしています。地域の交流にも来て
いただいています。
◆今日参加してよかったです。民踊も音楽も寸劇も楽し
かったです。
◆皆さん いきいきとされて、私たちも元気がでました。

寸劇

水戸黄門

傾聴ボランティアって何？ 傾聴者の態度、表情、
事例を挙げての説明等、お話ししていただきました。
「自分の価値観を脇に置き、相手を受容する、そし
て共感」。話す人の話を肯定的に聞かせていただだ
き、相手を尊重するという態度、沈黙も必要。聞く（軽
い）
、訊く（問い詰める）
、聴く（心を込めて尊重しな
がら）
、まさに字の通り奥の深い講座でした。

（参加者感想）
◆自分の今までを振り返ると相手の話を聞いているようで
思い込みの多い聞き方をしていたように思います。
「同感」と「共感」する事の違いの大きさがわかった。
◆傾聴ボランティア？初めて知りました。人の話を聴く
立場の大切さがわかりました。

所長とジャンケンポン

（交流促進・ネットワーク部会）
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（啓発学習・提供部会）

情報コーナー

～ボランティア～

随時受付可能な施設ボランティア一覧

登録団体からのお知らせ

*詳細は「アイ・あいロビー」にご確認ください。

登録団体や関係施設からのお知らせを掲載しています。

（活動内容・校区）

掲載希望の方は、10 ページをご参照ください。

こども NPO センターいずみっ子からのお知らせ

高齢者対象
デイサービスボランティア

国府

喫茶活動手伝い

黒鳥

喫茶活動手伝い

南池田

日常生活の補助

北池田

話し相手

泉大津

話し相手

喫茶ボランティア

喫茶手伝い

買い物の付き添い

お店を出す人を大募集！
自分たちのやりたい店！楽しい店を出してみよう！
日 時 ：5 月 14 日（日）
午前 10 時 30 分～午後 1 時 30 分
場 所 ：和泉中央エコールいずみ アムゼ広場

横山

参加費：一人 100 円

和気

対象者：18 歳までの子ども、または子どもを含むグループ

障がい者対象
放課後デイサービス
生活支援

どんなお店をしようか！
自分たちで考えゲームや商品でお客さんをよぼう♪
自分たちも楽しもう！！

話し相手

交流活動

自立支援ボランティア

光明台

お店を出そうかなぁと思った人は、いずみっ子まで

国府

TEL

北池田

締め切りは、４月 14 日（金）申込み多数の場合は先着順

0725-45-0659

詳細はチラシをご覧ください。

こども対象
遊びボランティア

緑ケ丘

交流体験活動（大学生のみ）

国府

放課後支援

鶴山台

カフェ活動

パソコンボランティア Wing からのお知らせ

自分史フェスティバル in 大阪

３/５(日)

探してますボランティアさん
更新のお知らせ（施設・団体の方へ）

10:00～16:00
入場無料

長期間のボランティア依頼は、６か月をめどに更新
の手続きをお願いいたします。引き続いてのボランテ
ィア募集やキャンセルは、ご来館・または電話にて必ず
ご連絡ください。
また、依頼内容の変更・見直し
など、気軽にボランティア・アド
バイザーまでご相談ください。
（センター管理・
アドバイザー部会）

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
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大阪市生涯学習センター第 2 研修室 ギャラリーA
大阪駅前第 2 ビル 5・６階
● セミナー／ワークショップ

わたしたちもワークショップ
「iPad で自分史作りを体験」に参加します。
● 100 枚の自分史 パネル展示
● 自分史コンシェルジュ 自分史よろず相談
お問い合わせ 050-7108-1156
自分史フェスティバル in 大阪 実行委員会

情報コーナー

～ＮＰＯ・市民活動～

みなさんの活動をサポートするサービスが盛りだくさんです。
今までやってみたかったことが、CANPAN で実現できるかもし
れません。

CANPAN（カンパン）
CANPAN とは？
日本財団が提供する公益事業のコミュニティサイト
です。
http://canpan.info/
CANPAN に団体を登録すると..
★トピックス
イベント・セミナー情報、ボランティア情報など公益活動等
に関する情報発信ができるコーナーです。
★ブログ
ブログを無料で作成し活動内容を紹介することができます。
「アイ・あいロビー」も利用しています！

無料で広告が載らないブログ
※広告が自動的に表示されるブログの場合、趣旨に反
した広告が表示されてしまうリスクがある

★団体情報
NPO などの公益に関わる活動を実施している団体に関する
基礎情報、財政情報、取り組みとしての活動実績などを公開
することができます。

改正 NPO 法※に伴う定款変更
※特定非営利活動促進法の一部を改正する法律
昨年（平成 28 年 6 月）国会で成立された改正法により、
NPO 法人に対して貸借対照表の公告義務が新たに規定され
ました。
また、その公告方法を選択し、定款において明らかにする
必要があります。
現在「官報に掲載して行う」と定款に規定されている法人
が多いようですので、このまま定款を変更しなければ、貸借
対照表の公告についても官報に掲載しなくてはならなくなり
ます。
もちろん公告方法は他にもあります。
① 官報に掲載する方法
② 日刊新聞紙に掲載する方法
③ 電子公告
（内閣府ポータルサイトを利用する方法を含む）
④ 公衆の見やすい場所に掲示する方法
詳しくは内閣府のホームページでご確認ください。
http://www.npo-homepage.go.jp/kaisei
定款を変更する場合、総会を開催して議事録を提出しなく
てはなりませんので、今一度、自分たちの定款を読み直して
必要であれば、できるだけ直近の総会で変更することをおす
すめします。
（
「アイ・あいロビー」事務局）

税理士による相談業務

・助成プログラムの申請書で求められる情報
・国の定める表示開示フォーマットの項目で構成
★事業成果
冊子や報告書、動画、その他事業成果物の写真などを誰でも
簡単に公開することができます。

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： 3 月 22 日（水） 午後 2 時～4 時

団体の信頼性をアピール

費用： 無料

「情報開示レベル」（CANPAN 5 段階の基準）
「認証マーク」
（地域の中間支援組織による）

その他、助成金情報、イベント・セミナー募集情報などを
閲覧することができます。

CANPAN の情報閲覧はどなたでも！
★CANPAN・NPO フォーラム
NPO の組織マネジメントに必要な様々なノウハウや、NPO
が活用できる IT サービス・ツールの紹介や参加者同士がつな
がるためのセミナーの開催情報など、役立つこと間違いなし！
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（
「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
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】

（4 月）

（5 月）

押し花教室
～あなたの夢を押し花に～

健康教室
～ツボを知って元気に長生き～

小物作り
～ウッドビーズ・ネックレス～

日 時：3 月 18 日（土）
午後 1 時 30 分～3 時 30 分

日 時：4 月 15 日（土）
午後 1 時 30 分～3 時 30 分

日 時：5 月 20 日（土）
午後 1 時 30 分～3 時 30 分

講

師：別所 美代信 氏

講 師：健康グループ
（代表 國澤 早香 氏）

講

定

員：20 名

定

定

（3 月）

師：小物作りグループ「花水木」
（代表 横山 美子 氏）

員：20 名

員：20 名

持ち物：筆記用具
材料費：300 円

持ち物：タオル・飲み物
手足の出せる服装

持ち物：ソーイングセット
材料費：300 円

申込み：3 月 6 日（月）

申込み：4 月 6 日（木）

申込み：5 月 6 日（土）

各申込み日の午前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
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

講師：後藤

講師：栗山

信子 氏

1 月 21 日（土）

2 月 18 日（土）

参加者 16 名

参加者 17 名

余分に準備していた材料も欲しいという方や毛糸で作
ると勘違いされた方等・・・実物を見て納得、久し振り
の針仕事で大盛況。あっと言う間の 2 時間でした。

寿代 氏

★音楽に合わせて体を動かし、体も気持ちもほっこりし、楽し
い時間を過ごすことが出来ました。また、指導してくださった

★昔の女性はこういう地味
な仕事を黙々とやっていた
の か と 思 う と 愛お し い で
す。
（唯一の男性参加者）
★教室に初めて参加しまし
た。楽しく和気あいあいの
雰囲気で良かったです。こ
れから色んな教室に参加し
たいと思いました。

皆様、有難うございました。これからも色々な教室に参加した
いと思います。
★軽い気持ちで参加しましたが、とても体には良いと思いまし
た。 普段使っていない筋肉が刺激されて良かったです。有難
うございました。

★不器用な私ですが分りやすく教えていただきステキな
マフラーが出来上がりうれしい。
★早速マフラーをして帰ります。

、

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

FAX：0725-57-3294

（平成 28 年度）「アイ・あいロビー」この一年
平成 28 年度の活動状況・施設の利用状況をご紹介します。多くのご利用、ご参加ありがとうございました。
来年度も、一人でも多くの方々にご利用いただけますよう、ボランティア・市民活動の環境を整えていきたいと
考えています。ご意見・ご提案よろしくお願いいたします

月

イベント

年間

ももやまキッズランド（5、7、9、10、12、3 月）（協）

6月

平和千羽鶴展へ出展

8月

夏休み親子ふれあい日帰りキャンプ （実）

10 月

和泉弥生ロマン・ツーデーウオーク参加協力

11 月

和泉ボランティア・市民活動フェスタ開催（実）

月
年間

月

講座・研修等の開催
夏休み親子福祉体験講座（セ）

8月

震災ボランティア体験 in 南相馬報告会（支援）

9月

ボランティア・市民活動入門講座「あなたにも出来るボラ
ンティアがある」（啓）

1月

NPO 支援講座「ファシリテーター講座」（協）

1月

課外研修会｢よりみちサロン（田辺市社協）（セ）

2月

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」（啓）

月
7月
1月

普通救命講習会（毎月第１日曜日に開催）

交流会・報告会
ボランティア・市民活動交流サロン（交）

9月

中間報告会＆ボランティア・市民活動情報交換会

3月

（交、実）

年次報告会＆ボランティア・市民活動情報交換会
（交、実）

平成 29 年 2 月 24 日現在

💛 相談件数

168 件

「アイ・あいロビー」
利用状況

会議室、機材等利用件数
来館者数

8,203

会議室等利用件数

621

印刷機材等利用件数

940

アイ・あいロビーニュース（4、7、10、
1、3 月）発行（情）

8月

年間

広報活動・その他

年間

ホームページ更新（情）

6月

活動紹介誌発行（情）

7月

学校指導者・福祉体験学習サポート
養成講座（セ）

11 月

小学校福祉体験学習（8 校）（セ）

7～9

夏休みボランティア体験プログラム（府

月

社協共催）

10 月

「ちょいず」支援希望団体受付相談

年間

「お助け隊」活動

年間

「花植え・花守り隊」活動

月

アイ・あいロビー教室

4月

うたごえひろば

5月

初心者でも楽しくフラダンス

6月

点字にトライ 「名前シール」を作ろう

7月

iPad とアロマでこの夏はスッキリ爽快！

9月

太極拳をやってみよう

11 月

切り紙教室

12 月

クリスマスの小物を作ろう

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

3月

あなたの夢を押し花に（予定）

ボランティア・市民活動登録数
個人ボランティア

65

備品等利用件数

93

ボランティアグループ

89

無線ラン利用申請件数

49

市民活動団体

45
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（セ）センター管理・アドバイザー部会企画
（協）協働推進部会企画
（啓）啓発学習・提供部会企画
（交）交流促進・ネットワーク部会企画
（情）情報収集・提供部会企画
（実）実行委員会
（支援）ボランティア・市民活動支援講座

「アイ・あいロビー」からのお知らせ

ボランティア活動保険、ボランティア・市民活動登録更新のご案内
ボランティア活動保険の期間は平成 29 年 3 月 31 日までです。引き続き活動されるみなさまにつきま
しては、未加入期間を無くすため保障期間中に更新の手続きが必要です。
また、ボランティア・市民活動をされているみなさまの「アイ・あいロビー」へのご登録も、毎年更新
していただくことになっておりますので、あわせてのお手続きをお願いします。
（
「アイ・あいロビー」事務局）

ボランティア活動保険の平成 29 年度の変更点
（詳しくは説明書をご確認ください）

活動紹介誌への掲載について
「アイ・あいロビー」では、毎年 6 月頃

Ａプラン

Ｂプラン

Ｃプラン

1,000 万円

1,300 万円

1,300 万円

入院保険金

5,500 円

10,000 円

5,500 円

通院保険金

2,500 円

5,000 円

3,000 円

300 円

500 円

600 円

死亡・後遺傷害保険金額

保険料（登録なし）
保険料（登録あり）

200 円

400 円

600 円

※登録はボランティア及び市民活動の登録を示します。
補償金額の太字のところが変更になります。

「ボランティア・市民活動紹介誌」を発行
しています。
ボランティア依頼を考えている方（施設、各種団体）
や、ボランティアを始めてみたい方へ自分たちの
グループをアピールをする良い機会です。
掲載対象は、4/30 までにご登録いただいた方、
及び団体です。
詳しくは、登録時にお問い合わせください。

Facebook 始めました！

「ボランティア・市民活動行事保険」
「移送中事故傷害保険」
「非営利・有償活動団体保険」は２８年度と同じです。
お問い合わせ：
「アイ・あいロビー」
☎０７２５－５７－０２９４

https://www.facebook.com/izumi.aiai/
今後は Facebook を利用して、
「アイ・あいロビ
ー」の事業はもちろん、登録団体のイベント・講座
の開催情報やボランティアの募集情報などを発信
していきますので、よろしくお願いいたします。

運営委員会からのお知らせ
平成 29 年度に向けて！
運営委員会では来年度に向けて、みなさんにとって「アイ・あいロビー」が、
より利用しやすい施設になるよう検討しています。
誰でも気軽に立ち寄ることができ、さまざまな人や団体とつながることができる。
さらには活動のスキルアップになるように、みなさんの市民活動を応援します。

みんなで
「アイ・あいロビー」を
もっと使いやすく
しましょう！

① イベントカレンダーを使って、広報活動を応援します！
講座やイベントを企画した時に、参加者募集で苦労しているみなさんへ朗報！
あなたのグループが主催する講座やイベントを「アイ・あいロビー」のホームページや
イベントカレンダーに掲載して、広報活動（人集め）を応援します。
② 会議室やミーティングルームが利用しやすくなります！
市民活動をしていく上で無料で使える部屋はありがたいものです。
「アイ・あいロビー」に登録すると、部屋を無料で利用できます。
また、年に数回、参加費が伴う講座やイベントの実施も可能になるよう検討しています。

詳しくは、「アイ・あいロビー」窓口までお問い合わせください。
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（運営委員長 大平直樹）

「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！
「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。

相談支援

情報発信

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

ボランティア依頼の掲示

ボランティア・アドバイザーによる相談・アドバイス

探してますボランティアさん

ＮＰＯに関する相談

「アイ・あいロビーニュース」の発行

設立申請、各種変更届け出などの手続きに関する

イベント・講座案内、活動紹介、助成金情報、

相談、運営の悩みなど

ボランティア募集情報、
「アイ・あいロビー」

市民活動サポート（おたすけ隊）への仲介

からのお知らせ、他

ボランティア保険の受付

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

活動支援

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
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

投稿記事募集

★

設備の提供

「活動紹介」
「イベント情報」
「スタッフ募集」など、

コピー機、印刷機、パソコン、プリンター、

ボランティアや市民活動に関することなら何でも結構

テレビ、ビデオデッキ、マイクセット、他

です。

無線ＬＡＮによるインターネット接続サービス

みなさんのグループを PR してみませんか！

備品や資料の貸出し

【投稿方法】

車いす、高齢者擬似体験セット、アイマスク、

次回発行：平成 29 年 6 月 1 日

点字器、書籍、視聴覚教材、他

4 月 25 日（火）までに

各種研修・講座の開催、イベントの企画

メール、または FAX で送付

ボランティアや市民活動に関する各種講座

※内容についてはご相談させて

交流サロンやフェスティバルなど

いただく場合もあります。

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
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