和泉

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 21 号】 平成 29 年 6 月 1 日

p.2

特集！

環境・自然保全ボランティアの魅力
「環境ボランティア」と聞くとどんなイメージが思い浮かぶでしょうか。
「環境」とひとことで言ってもその対象は幅広く、さまざまな分野に及びます。
今回は和泉市での活動例を交えながら、その魅力をお伝えします。

つながる

p.4 イベント・講座のご案内
夏休み親子ふれあい日帰りキャンプ
夏休み親子福祉体験講座
ももやまキッズランド、交流サロン、他

あつまる

p.5 p.6 情報コーナー
ボランティア情報、助成金情報
「アイ・あいロビー」登録団体応援プロジェクト
夏のボランティア体験プログラムスタート！

まなべる

p.7 「アイ・あいロビー」教室
ヒーリングヨガ、盆踊り教室

p.8 ボランティア・市民活動アンケート結果

つかえる

p.9 「アイ・あいロビー」からのお知らせ
「アイ・あいロビー」をもっと利用しよう！、
「アイ・あいロビー」ミニ情報

◆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

環境・自然保全ボランティアの魅力
環境ボランティアとは？
Think Globally, Act Locally！(地球規模で考え、足元から行動する）

魅力

 自然とふれあえる
心の洗濯－癒しと達成感
 地域の自然環境を知り、守ることで、
暮らしを見つめ直すー自分自身も恩恵を
受けることにつながる
 単発のイベント、１日だけ参加ＯＫ

環境ボランティアに取り組んでいる

「アイ・あいロビー」登録グループ
「アイ・あいロビー」の取り組み



NPO法人 いずみの国の自然館クラブ



NPO法人 信太の森 FAN クラブ



花植え・花守り隊 （関連記事 P9）



いずみ環境くらぶ



夏休み親子ふれあい日帰りキャンプ



大阪森林の会



いずみ森の会

（関連記事 P4）



4/30 現在 5 団体

リサイクル（インクリボン、プルトップ
ペットボトルのキャップなど）の仲介

NPO法人

いずみの国の自然館クラブ
設立：2004 年 10 月 会員数：88 名
三輪健一郎さん（事務局長・高校教諭）が、小中校内などでの暴力行為の件数全国最多が大阪府である現実
に胸を痛め、なんとか打開したいという思いから、子どもたちに自然を見て、触れて、遊んで、学ぶ機会を増
やしたい、それを実現するための理科教育を支援する場の創設が必要であると、
「いずみ環境くらぶ」の仲間に
呼びかけ、代表の梁取征弘さんと設立した団体です。
（主な活動）


毎月第 3 日曜日に自然観察会を実施。併せて清掃ボランティアも実施



7 月 2 日（日）オオムラサキ祭り
美しい国蝶「オオムラサキ」を手乗りにする感動を味わえる、年に 1 度のお祭りです。
気軽に自然とふれあう感動体験に、リピーター、ファンも多く、800 人近くの
来場者が「自然館」を訪れます。
「自然館」のある南松尾幼稚園跡地（市有地）の売却に伴い、残念ながら
「オオムラサキ」飼育などの活動の継続が困難な状況だそうです。



7

月 23 日（日）夏休みの標本作成講習会 コミュニティーセンターなど

どなたでも参加できます！ お問い合わせは「いずみの国の自然館クラブ」まで TEL 0725-56-7254
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自然観察会（平成 29 年 5 月）に同行しました！
場所：側川渓
参加者：総勢 43 名
小学生以下の子どもたち：15 名
その保護者：13 名
それ以外の自然館クラブ会員：15 名

ヤエムグラで帽子をデコレーション

行程：駐車場から出合橋までの側川渓の道程、
片道約 2 キロメートル、往復約 4 キロメートル

見る

集合場所で早速虫取り！

触る

聞く

五感を鍛え、

心を育む
イシガケチョウの幼虫発見！

味わ
う

草笛、
吹けたよ！

嗅ぐ

虫、捕まえた！
触れたよ！
ゲンノショウコ
NPO 設立時の思い出
の花だそうです。

どんな蝶に
なるの？

ハガキの木「タラヨウ」

見つけた草花・虫を記録

絶滅危惧種
発見！

オナガアゲハ
オナガアゲハ

自然観察会に同行し、虫・植物・かえる・鳥などへ
の子どもたちの反応の速さに驚き、
「三輪先生、見て
～！」
「見つけたよ！」
「触れたよ！」「何だろう？教
えて～！」と飽くなき探求心・好奇心に自然館クラブ
の会員みんなが笑顔で答え、見守り、励ます。
ゴミ拾いも積極的に取り組みながら、保護者も子ど

植物は理科の本田先生に
お任せ！

もと一緒に学び、子どもの満面の笑みと成長をみんな
で喜ぶ。
自然体験が子どもたちの心の成長には欠かせない、
「生きる力」を育む絶好の学びの場であり、大人も自
然に癒され、身近な自然を見直す良い機会であると実
感しました。 （情報収集・提供部会、編集部員吉田）
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イベント・講座のご案内

日時：8 月 5 日（土）

（雨天中止）

日時： 8 月 23 日（水）

午前 10 時～午後 3 時

午 前：10 時～12 時
車いす・アイマスク・高齢者擬似体験
午 後：1 時 ～ 2 時
手話教室
2時 ～ 3時
点字教室

自然観察、カレー作り、輪投げ、
ツリーウオーク、ドッヂビーなど
夏休みの一日を自然の中で子どもと楽しく
過ごしませんか！

車いすを体験しませんか？
そして 利用者の気持ち、介助者の気持ちを
学びませんか？
目の不自由な方にとって歩道がどれほど
危険物が存在しているか学びませんか？

場 所：大阪市立信太山青少年野外活動センター
対 象：親子 25 組 小学 1 年～6 年生とその家族
（兄弟姉妹で乳幼児も参加可 保育有）
参加費：1 人 500 円（乳幼児は無料）
申込み：7 月 7 日（金）午前 9 時より定員に達するまで

対 象：小学生と保護者 各 10 組

「アイ・あいロビー」にて電話受付

申込み：8 月 7 日（月）午前 9 時より定員に達するまで
「アイ・あいロビー」にて電話受付
。

（センター管理・アドバイザー部会）

（夏休み親子ふれあい日帰りキャンプ実行委員会）

7 月 1 日（土）午前 10 時～12 時 30 分
「アイ・あいロビー」会議室
子育て世代応援。
親子で楽しむ ももやまキッズランド

7 月 10 日（月）午後 1 時 30 分～3 時 30 分

毎回大好評

場 所：
「アイ・あいロビー」
＆コミュニティカフェ“オアシス”

「アイ・あいロビー」会議室
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。
皆様の活動を知る良いチャンス！

内 容：スライム作り、かき氷作り、紙芝居、コップ積み上げ遊び
対 象：親子 20 組（3 歳～小学 4 年生で保護者同伴）

老人クラブ・福祉施設・校区社協ボランティア・

参加費：親子 1 組 300 円（子ども 2 人目以上は 100 円追加）

「アイ・あいロビー」の登録団体・個人ボランティ

申 込：6 月 7 日（水）午前 9 時より定員に達するまで

アさん・依頼団体など

「アイ・あいロビー」にて電話受付

どなたでも参加できます。

桃大生のお姉さん、
お兄さんと遊ぼう！

場所：
「アイ・あいロビー」会議室

5 月の「フレンチトースト

申込：６月 8 日（木）午前 9 時より定員に達するまで

づくり」は大好評でした！

「アイ・あいロビー」にて電話受付
（交流促進・ネットワーク部会）

（協働推進部会）

◆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。

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

情報コーナー

～ボランティア～

音楽発表会での会場、参加者へのサポート
対象者:高齢者 障がい者 子ども その他
活動日

8 月 26 日（土） 午前 10 時～午後 5 時
「夢コンサート」音楽発表会

場 所

和泉市コミュニティセンター

条件等

障がい者（児）の対応ができる人（5～10 名）

この夏、世界を広げよう！！
誰でも、気軽に楽しくボランティアを！

着ぐるみ（コダイくん ロマンちゃん）を着てくれる
持ち物

さまざまな人とのふれあいを通じて、他人や社会に関心と

人も募集！

共感を持ち、
「共に生きる」豊かな心を学び、福祉への理解

唱歌、童謡の歌声サークルの伴奏

を深めることを目的に、大阪府社会福祉協議会との共催で実

対象者:高齢者

施します。

活動日

毎月第 1、第 3 月曜日 午後 2 時～4 時

場 所

マイシティ泉北団地集会室大ホール

詳細はホームページをご覧ください。
（6/19 より）

http://izumi-syakyo.net/aiai/taiken2017.html

（光明池駅より歩 10 分）
条件等

活動期間 7 月 1 日（土）～9 月 30 日（土）

1名

参加受付 6 月 19 日（月）～9 月 15 日（金）
申込み先 「アイ・あいロビー」
実施施設 児童福祉・障がい者・老人福祉など
18 施設（23 プログラム）

書道・俳句・絵手紙の各指導
対象者:高齢者
活動日

月１回（土日以外）午後２時～３時

場 所

高齢者施設（のぞみ野）

条件等

各教室 1 名 男女不問

ドライヤーかけのお手伝い
対象者:高齢者
活動日

月～土曜日 1 回でも可 要相談 午前 10 時～12 時

場 所

山荘町 高齢者入所施設

条件等

5～6 名 男女不問

高齢者の話し相手！経験不問

サマーキャンプや夏祭りといったイベント、日常活動

対象者:高齢者

を利用者の方と一緒に過ごしてみるといった、さまざま

活動日

月～土曜日の都合のつく日 午前 11 時～午後 2 時

場 所

山荘町 高齢者入所施設

条件等

2～4 名 男女不問

なプログラムが用意されています。
「ボランティアは初めて」という方
はもちろん、親子や友だち、グループ
での参加も大歓迎です！ たくさんの

喫茶のお手伝い

ご参加をお待ちしております。

対象者:高齢者
活動日

（センター管理・アドバイザー部会）

月～土曜日 1 回でも可 要相談
午後 12 時 30 分～午後 2 時 30 分

場 所

山荘町 高齢者入所施設

条件等

5～6 名 男女不問

その他

動きやすい服装で

この他にも随時ボランティア依頼が寄せられています。
お気軽にお問い合わせください。また、ボランティア参加を希
望される方はボランティア登録が必要となります。初めての方
は必ず「アイ・あいロビー」までお問い合わせください。
依頼先への直接連絡はご遠慮下さい！

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

情報コーナー

～ＮＰＯ・市民活動～

詳細は各団体にお問い合せください。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)

【3】自然災害支援プログラム・こころのケアのため
の“傾聴ボランティア”
平成 29 年度特定活動助成

【１】地域福祉かがやき助成金
助成対象
市内の非営利団体（ボランティア団体や NPO 法人等）
過去に本助成金の交付を受けた団体および法人格を有する
団体（NPO 法人以外）は対象外
地域福祉活動の振興と市民の福祉向上を図ることを目的
に、市内で活動するボランティア団体等が行う事業

助成対象
・被災地でこころのケアのための傾聴ボランティアとして
活動している団体
・被災地から県外に避難を余儀なくされた方々を対象に、
こころのケアのための傾聴ボランティアとして活動をし
ている団体
※地元社会福祉協議会の推薦必要

助成金額
11 団体 上限 5 万円

締め切り

助成金額

6 月 30 日（金）
和泉市社会福祉協議会本部へ直接提出

原則上限５０万円・最長３年間

締め切り

問い合わせ先

７月 31 日（月）17 時 必着

社会福祉法人 和泉市社会福祉協議会
http://izumi-syakyo.net/

問い合わせ先
公益財団法人 ユニベール財団
http://www.univers.or.jp/index.php?katsudojosei

★「アイ・あいロビー」窓口にも申請書あり

【4】平成 29 年度 助成金事業(社会福祉法人助成事
業・NPO 法人助成事業・海外、国内研修事業)

【2】平成 29 年度 社会福祉助成事業
助成対象
事業助成：地域福祉活動を目的とするボランティアグルー
プ及び NPO（法人格の有無は不問）
研究助成：非営利の民間団体および個人

助成金額

助成対象
障害のある方々の福祉の増進を図ることを目的として運営
されている、民間社会福祉法人・NPO 法人

助成金額
社会福祉法人：1 法人５０万円～1 千万円
NPO 法人：1 法人５０万円～７００万円

１．事業助成（１０万円～５０万円）
２．研究助成（３０万円～５０万円）

締め切り

締め切り

各業種とも、7 月 31 日（月）必着

6 月 30 日（金）郵送による必着（FAX 不可）

問い合わせ先

問い合わせ先

社会福祉法人 清水基金
https://www.shimizu-kikin.or.jp/about_business/general/

公益団体法人 太陽生命厚生財団
http://www.taiyolife-zaidan.or.jp/

★乳幼児の子育て講習会
～乳幼児の世界は不思議～

★食事改善してアトピー・喘息を
克服しよう！

妊娠中の方も子育て真っ最中の方も「子育ては、一人で
悩まないで！大丈夫」孫育て中の祖父母の方もどうぞ。

アトピーや喘息を食生活の改善で克服できる事例を提示し、
そのメカニズムの考え方もお話しします。
日 時：7 月 23 日（日）10：00～16：30
受講料：1000 円
定 員：40 人（アトピー、ぜんそく患者）
受付開始日：7 月 6 日（木）定員に達するまで電話受付

日 時：７月 13 日（木）10：15～11：45
参加費：500 円
定 員：25 組（親だけでも可）
受付開始日：7 月 5 日（水）定員に達するまで電話受付
主催：大阪友の会

泉北方面

主催：アトピーなんか飛んで行け！の会

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

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
（６月）

ヒーリングヨガ

（７月）

【毎月第 3 土曜日】８月はお休み
盆踊り教室

日 時：6 月 17 日（土）
午後 1 時 30 分～3 時

日 時：7 月 15 日（土）
午後 1 時 30 分～3 時 30 分

講

師：赤井 喜子 氏

講

師：由上 ヨシ子 氏

定

員：10 名

定

員：15 名

持ち物：運動しやすい服装、バスタオル、飲み物

持ち物：タオル・飲み物

申込み：6 月 6 日（火）

申込み：7 月 6 日（木）

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
健康教室

あなたの夢を押し花に
講師：別所 美代信 氏、上西 美佐子 氏

ツボを知って 元気に長生き
講師：國澤 早香 氏

3 月１8 日（土）

4 月 15 日（土）

参加者 19 名

参加者：20 名
・國澤先生に、腰痛のツボ・
ひざ痛のツボ・肩こりのツボ・眠れないツボ・頭痛のツボ
と個々に教えていただいて印しをつけて押さえていまし
た。

みんなのそれぞれの夢が、花によって額におさまっていく様子

★薬などにたよらず押すだけで元気になれるなんて最高で

が、いきいきと輝き、楽しそうでした。自身の作品を眺める顔が満

す。はり、お灸をぜひ試してみたいと思いました。

足にみちていました。後日、
「良いものができて玄関に飾っていま

★初心者にもよくわかりました。詳細なプリントまで用意

す」とお言葉をいただきました。

していただき、とてもわかりやすくて楽しく学習できまし

★今日は「押し花」の講座ということで楽しみにしておりました。
大変楽しいひとときでしたが

た。

センスが問われるようで難しいと

★腰痛で悩んでいましたので今日はつぼを教えていただい

ころもありました。

て助かりました。

★細かい作業でなかなか思うように仕上がりませんでしたが、先生
のワンポイント手直しですばらしい押し花ができて良かったです。

小物作り ウッドビーズ・ネックレス
講師：小物作りグループ「花水木」
5 月 20 日（土）
参加者 21 名
ネックレスが、胸元に輝き 参加者のみんな
のお顔に笑みがこぼれていました。
★出来上がった時の嬉しさ！！手作りの醍醐味で～す。これからも 2 時間くらいででき
る手芸教室お願いします。
★今日は有難うございました。短い時間でステキなウッドビーズネックレスが出来て嬉
しいです。これからの季節 T シャツのアクセントにとても合うと思います。
★どんな服に付けようかな、思うと楽しくなります。
★材料費も安く、素敵なウッドビーズが出来ました。玉の色を変えるだけで、また違っ
た首飾りができそうです。

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
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FAX：0725-57-3294

ボランティア・市民活動に関する アンケート結果
市民のみなさんに、より一層「アイ・あいロビー」を気軽に活用してもらうため「アイ・あいロビー」に関する
認知度と要望について、アンケート調査を実施しました。

「アイ・あいロビー」の認知度

（運営委員長 大平直樹）

（上位 10 項目）

もっと PR 方法を
工夫する必要性を痛感

1. 登録するとボランティア保険加入時に 100 円の補助がある（78％）
2. 登録すると会議室が無料で月に 4 回利用できる（76％）
3. 登録すると「ボランティア・市民活動紹介誌」に掲載できる（67％）
4. 年 4 回「アイ・あいロビーニュース」が発行されている（65％）
5. アイ・あいロビーのホームページやフェイスブックがある（65％）
6. 登録するとグループのイベントや講座のチラシを置くことができる（60％）
7. 印刷機やコピー機が利用できる（60％）
8. ボランティアに関する相談や依頼のコーディネイトを実施している（60％）
9. 登録すると「ボランティア・市民活動フェスティバル」に出演できる（58％）
10. 登録すると年 1 回、参加費 1000 円以下の講座を開催できる（56％）

「登録すると部屋が無料で使用
できる」
「保険加入時 100 円補
、
助がある」などは約 80％近い人
に認知されていましたが、その
他は 50～60％程度のものが多
く、特に教室や講座の開催、
NPO 法人支援関連については
50％以下の認知度でした。

「アイ・あいロビー」への要望
自分たちの活動やイベントを
広報してほしい

講座やボランティア情報を
もっと知りたい

アイ・あいロビーニュースやホームページへの紹
介記事の掲載と共に、「イベントカレンダー」へ

登録団体の活動紹介誌の増刷や配布先の再検討、
メルマガ配信やチラシ配布の強化などの必要性

の掲載をスタートしました。

も感じました。

「アイ・あいロビー」の場所がわかりにくい、入りにくい
もっと気軽に入れるようフリースペースがほしい
ボランティア同士の交流の場

4 月より正面入口を明るく内部が見えるようにし、内部レイアウトを変更して
フリースペースを拡大した結果、早速皆さんから大変良くなったと大好評でした。

平成２９年度運営委員新メンバー
◎運営委員長

〇副運営委員長（敬称略）

情報収集・提供部会 森本 一子 吉田 恵子 津田 慶子
啓発学習・提供部会 後藤 信子 堀田 多賀子 筧 千鶴子
協働推進部会

芦田 三雄 ◎大平 直樹 新田 良子

交流促進・ネットワーク部会 〇梁取 征弘 関藤 淳子 国本 相子
センター管理・アドバイザー部会 〇藤根 節子 赤松 久子 本山 千鶴子
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これからもみなさんに「活動の場、
情報交換の場、ふれあい交流の場」と
して気軽に利用していただけるよう
に、積極的に改善を行っていきたいと
考えています。ご協力ありがとうござ
いました。
（運営委員長 大平直樹）

「アイ・あいロビー」からのお知らせ

貸室編
「アイ・あいロビー」に登録するとミーティングルームや会議室を無料で借りることができます！
日々の活動の打ち合わせや資料づくり、また学習会や講座、教室
（受講料無料に限る）等にお役立てください。

ご利用方法
・申し込み受け付けは、使用日の 3 か月前から
ミーティングルーム
利用人数 6 名～8 名
（3 部屋）

・先着順、使用回数は概ね月 4 回以内
・
「貸室利用申請書」に必要事項を記入の上申請
・利用中の物品の売買、受講料など金銭の授受は禁止
・飲食は可能（但し、喫煙・飲酒は不可）

会議室
（利用人数 30 名～50 名）
机を並べ替えて講習会に
パーテーションを外してイベント会場に！

・原状復帰、後片付けは、各自責任を持って行ってく
ださい。
詳しくは、
「アイ・あいロビーご利用案内」をご覧く
ださい。

ホワイトボード、パソコン、テレビ、DVD デッキ、マイク、プロジェクターなど
（館内のみ）
無線ＬＡＮによるインターネット接続サービスも提供しています。

ちょっとした打ち合わせや
時間調整、待ち合わせなど．
．
．
空いている時は気軽にご利用
ください。
（予約不要）

今までの「ボランティア・市民活動支援講座」を「登録団体応援プロジェクト」と
改名し、講座だけでなくサロンや相談コーナーなど幅広くご利用いただけるように
しました。
各団体（個人）年に１回実施でき、講座実施３か月前までに申請書を提出すること
が条件となります。
（原則無料、実費等徴収は可能、上限 1,000 円）
広報いずみに掲載することができます。
「アイ・あいロビー」が受付業務を代行します。 早速、７月に２件開催され
ます！（案内記事 P6）

平和千羽鶴展に今年も参加します。

花植え・花守り隊からのお知らせ

「アイ・あいロビー」では、毎年ご来館いただいたみなさん

29 年度の年間予定がきまりました！

のご協力により第 1 回から毎回参加しています。
「アイ・あ

（火曜日実施！ 午前９時から 雨天順延）

いロビー」ご来館の際には、ぜひご協力ください。

５月 ９日 草抜き
６月 ６日 整地作業

世界平和の願いを込めて

🌼６月１３日 花植え作業
７月１８日 草抜き

平成 29 年度 ボランティア・市民活動紹介誌
まもなく発行（6 月中旬頃）
本誌は、
「アイ・あいロビー」に登録されて
いるボランティア・市民活動団体や個人を紹介
し、多くのみなさまに知っていただき、活用し
ていただくことを目的に、毎年発行しておりま
す。もうしばらくお待ちください。
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７月下旬～８月 適時 状況に応じて草抜きします
９月 26 日
11 月 7 日
🌼11 月下旬
3月 6日

草抜き
整地作業
花植え作業（花の生育状況に応じて決定）
草抜き

お花が好きな方なら、どなたでもできるボランティア
です。気軽にお問い合わせください。

「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、個人の紹介

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 9 月 1 日

点字器、書籍、視聴覚教材、他

7 月 18 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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