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特集！

パソコン技術を使ったボランティア
IT 社会と呼ばれる時代になり、パソコン技術をボランティアに活用す
る団体・人も増えてきました。
「アイ・あいロビー」でも情報紙の編集、インターネットによる情報発
信などでパソコンを活用しています。
今回は、他にもこんな使い方があるよ！という活動例をご紹介します。

つながる

p.4 イベント・講座のご案内
ボランティア・市民活動フェスタ2017、
ボランティア・市民活動入門講座、
ももやまキッズランド
普通救命講習

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、
和泉弥生ロマン・ツーデーウォーク ～サポートボランティア募集～
花植え・花守り隊のお知らせ
登録団体応援プロジェクト（いずみ・歌の広場、和泉国際交流会 ICIX）
「ちょいず」応募団体説明会案内

まなべる

p.7 「アイ・あいロビー」教室
募集：マジック教室、スポーツスタッキング教室
報告：ヒーリングヨガ、盆踊り教室

p.8 各種イベント・講座 開催報告

つかえる

ボランティア・市民活動交流サロン、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

p.9 「アイ・あいロビー」からのお知らせ
福祉体験学習指導者研修報告、赤い羽根共同募金案内、各種募集

◆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

パソコン技術を使ったボランティアの紹介

ボランティアにも新しい風！

IT を使ってもっと広く、多くの人に役立てよう！
最近では、さまざまなボランティアの裏側でパソコン技術が必要と

市民活動サポート

されています。でも、そんなに難しい知識や技術がいるわけではあり

おたすけ隊

ません。
ぜひ、あなたの技術を生かして地域のために、福祉のために、そし
てこれからパソコンを覚えようと思っている人たちのために．．．

「アイあいロビー」では、
「おたすけ
隊」を募集しています！
1．イベントチラシなどの作成手伝い

ぜひ、

2．会報（通信）作成のお手伝い
3．ホームページに関する相談

パソコン技術を伝える!

4．簡単な会計処理の相談
5．事務処理に関する相談
6．写真やパソコンの修理の手伝いなど

パソコングループあすかは、パソコンを使える
ようになりたい初心者やシニアの方々の、お手伝
いをしているボランティアグループです。
各自、自主参加ですので気軽に、時間の都合の良
いときに参加していただいています。
パソコンの操作ができた時のよろこびを体験して元気を得たり、もらっ
たりとみんなの笑顔が素敵です。パソコンを通して地域に貢献できるよ
うに心がけています。パソコンで年賀状や写真アルバムを作る楽しさも
共有して、いつも、明るく和やかな中で活動をしています。

★登録方法は「アイ・あいロビー」まで、
お問い合わせください。

初心者・シニア対象のパソコン教室として堺市総合福祉会館を拠点に活動を
開始しました。パソコンの電源 ON・OFF から Word、Excel、写真に音楽や文
字を入れた動画作りまで、やりたいことをその人のスキルとペースに合わせて
学べる教室を毎週火曜日に開催しています。

iPad で合奏！

初めてのスマホ教室

現在は、パソコンだけでなくスマートフォンや、iPad などタブレットの困
りごとにも対応しています。ネットの安全な使い方、難しい情報セキュリティ
をわかりやすく解説し機器からの警告メッセージへの正しい対応方法、パソ
コンの中のファイルの整理整頓は定期的に講座を開催しています。ただ操作
を習得するだけでなく、暮らしに役立つ活用法や介護予防に役立つ ICT 機器
の活用を提案し、iPad の脳トレ教室、タブレット合奏を継続して取り組んで
います。

デジタルディバイドの解消と ICT のチカラで安心で豊かな高齢化社会を実現するために活動を行っています。
パソコンなど ICT のスキルや技術力は問いません。初心者にもわかりやすく、同じ質問にも笑顔で何度でも丁寧に
説明できる方、明るく新しい技術にも前向きに取り組める方、ぜひボランティア講師として一緒に活動しません
か？ 講師として必要なスキルは、しっかり育成、サポートします！

本紙でご紹介したボランティアさんは、全て「アイあいロビー」登録グループのみなさん
です。気軽にお問い合わせください。

（情報収集・提供部会）
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地域・市民活動を応援!
毎月第 2 日曜日に、サロンを開いています。
そのサロンの案内をパソコンを使って作っています。
パソコンについて、すごい技術を持っているわけではありま
せんが、ワードを使って案内チラシをつくることはできます。
ひとつのチラシを作るのに、30 分くらいはかかりますが、
テンプレート（雛形）を作っておけば、日付や内容などを新規
に入力するだけですので、わりと簡単。
このようなことで、地域の高齢者のお役に立てていることは
自分にとってもすばらしいことだと感じています。
(村原 忠実さん)

永年企業の情報部門で培った情報処理技術を買われて 2013 年 4 月から
緑ケ丘自治会館の管理人として月に 10 日ほどお手伝いしています。
主な活動は、会館運営の会計処理、有料ゴミ手数料管理、サポート緑ケ丘の会計処理(見守り隊、青パト、
ポスティングなど)会館を使用するクラブなどの登録管理、月別使用予定表の作成、パワーポイントを使っ
て会議のプレゼン、自治会の行事カレンダー作成、自治会新聞の編集、発行。パソコンのトラブル相談に
も応じています。
（山本照彦さん）

パソコンを使った福祉ボランティア
視覚障がいや高齢者など、文字の読みづらい方への音訳提供を
しています。
音訳とは、文字、図、表等をできる限り忠実に音声化したもの

中途失聴・難聴者（病気や事故等で聴
覚を失った聴覚障害者）の集会や会議の
場などで使われるコミュニケーション保
障手段の１つです。
パソコン入力が得意な方は是非、大阪
府や堺市で行われている「要約筆記者養
成講座」や岸和田市の「要約筆記奉仕員
養成講座」を受講し、資格を取っていた
だければ、と思います。

以前は、カセットテープに録音していましたが、約 10 年前か
らはパソコンによる CD への録音（DAISY：デジタル録音図書）
が主流となりました。このデータの電子化とインターネット環境
の発達により、視覚障がい者は自宅で DAISY 図書をダウンロー
ドして読むことが可能となったのです。作成には、高価な特殊ソ
フトが必要ですが、ボランティア申請をすると無料で類似ソフト
を使用することが可能です操作も簡単でパソコンを使ったことが
ある人であれば特別な知識は必要ありません。
また、DAISY 図書の作成には、録音作業だけでなく校正作業、
編集作業も必要です。録音はちょっと…という人でも編集作業で
参加することが可能です。ぜひ、一度見学してみませんか。

点訳というと「一人机に向かってコツコツ作業」なんていうアナログなイメージ
ですが、今はパソコンデータから点字用プリンターで一気に点訳。これにより大作
小説も短期間に、しかも多くの人に提供が可能となりました。作成されたデータは
電子点字図書館に収められ、視覚障がい者が自由にダウンロードできます。
「ダウン
ロードできるまでのパソコン技術習得を応援する」のもルレットの活動の一つです。
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イベント・講座のご案内

日

時：11

月 12 日（日）午前 10 時～午後 3 時

場

所：和泉中央 エコール・いずみ アムゼ広場とその周辺

雨天中止

今年のフェスタは、新しく改装された「アムゼ広場」とその
周辺で開催します。ステージ発表、ワークショップ、防災コー
ナー、ＣＳＷコーナー、スタンプラリーと抽選会、フリーマー
ケットなど盛りだくさんのプログラムを検討中です。
ぜひ、多数のみなさまのご参加・ご来場をお待ちしています。
（和泉ボランティア・市民活動フェスタ実行委員会）

ボランティア・市民活動入門講座

子育て世代応援。親子で楽しむ！

9 月 30 日（土）午前 10 時～午後 12 時 30 分
9 月 13 日（水）

場

午後１時 30 分～３時
場 所： 「アイ・あいロビー」会議室
定 員： 30 名

所：
「アイ・あいロビー」
＆コミュニティカフェ“オアシス”

内 容：プラ板・びっくり箱作り・ポップコーン
対 象：親子 20 組（3 歳～小学 4 年生で保護者同伴）
参加費：親子 1 組 300 円（子ども 2 人目以上は 100 円追加）
申 込：9 月 7 日（木）より定員に達するまで
「アイ・あいロビー」にて電話受付

桃大生のお姉さん、お兄さんと遊ぼう！
自分もできるかな？
★講師に特別養護老人ホームのボランティア担当職員
や大阪母子医療センターのボランティアコーディネー
ターをお呼びしています。実際にボランティアをしてい
る方のお話を聞く時間も用意しています！

７月１日（土）

申 込：定員に達するまで「アイ・あいロビー」にて電話受付

参加者 58 名
ボランティア 35 名

（啓発学習・提供部会）

７月の内容は、スライム、紙芝居、手遊び、バルーン

＜＜資格取得のための講座ではありません。＞＞

アート、コップ積み上げ遊び、かき氷
参加者の声
★コップだけで、いろいろなあそびができるのが、おもし
ろい発見だった。
★子どもたちに、色々な遊びをして下さるので、とても楽
しんでいます。仕事をしているので、土曜日に、開催し
てもらえるのが、とても助かっています。
★大学生が、子どもたちと優しく積極的に遊んでくれて、
息子も、とっても楽しそうでした。
(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

Kyoudou
FAX：0725-57-3294

情報コーナー

～ボランティア～
第19回

和泉弥生ロマン・
ツーデーウオーク

書道指導
対象者:高齢者
活動日

木曜日 月１～２回 午後２時～３時

場 所

伏屋町 高齢者入所施設

条件等

交通費 有り

～サポートボランティア募集～

10 月 14 日（土）・15 日（日）

開催日：

送迎

（雨天決行）
会 場：エコール・いずみ アムゼ広場、他

対象者:高齢者

内 容：荷物預かり、ポイントでのチェック、

活動日

第１，３，４週 木曜日 午後２時～４時

場 所

箕形町（自宅）⇔シティプラザ機能訓練教室

条件等

1名

給水サービス、完歩証渡しなど
ボランティアの申込み
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手芸

月

1

日（金）午前

9

時から

「アイ・あいロビー」で電話受付

対象者:高齢者
活動日

火、金（いずれかの日でも OK）午後１時～３時

場 所

池浦町（泉大津市）
、高齢者入所施設

条件等

1 名、交通費 ５００円

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

のぞみ野 高齢者施設

条件等

各教室 1 名 男女不問

詳細はホームページ、メルマガ等でお知らせします。
（
「アイ・あいロビー」事務局）

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

花植え・花守り隊のお知らせ
次回

高齢者の話し相手！経験不問

花の植え替えは、11 月中旬を予定してい

ます。ご協力よろしくお願い致します。

対象者:高齢者

6 月 13 日（火）10 名で植えた花々は、酷暑の

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

中、 可愛い花をつけています。
和泉中央駅前花壇バス停前、頑張っている花たち
を ちょっとのぞいてみてくださいね。
夏の最後の草刈は 9 月 26 日（火）を予定していま

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

す。

（花植え・花守り隊 隊長）

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！
（センター管理・アドバイザー部会）

（受付は 9/15 まで）

9/30 まで実施中！
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～
● 平成 30 年度

● 助成金情報

「ちょいず」応募団体の説明会

詳細は各団体にお問い合わせ下さい。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 公益財団法人 損保ジャパン日本興亜福祉財団
ＮＰＯ基盤強化資金助成「住民参加型福祉活動資金助成」
締め切り

10 月 20 日（金）

助成対象

5 人以上で活動する営利を目的としない団体地域に
おける高齢者・障害者・子ども等に関する複合的な
生活課題に、地域住民が主体となって、包括的な支
援を行う活動を対象とする。

助成金額

1 団体 30 万円が上限（総額 600 万円）

問合せ先

公益財団法人 損保ジャパン日本興亜福祉財団

ホームページ

http://www.sjnkwf.org/

(和泉市で活動するボランティア団体の皆様へ)

日時：9 月 26 日（火）午後 7 時～9 時
場所：和泉市コミュニティセンター
※ 支援金制度の概要、申請要件、1 年の
流れ等を説明します。
※ 申し込みは不要（当日、直接会場へ）
（問）和泉市公民協働推進担当 0725-99-8103
「アイ・あいロビー」では申請書類の書き方の
お手伝いや相談も行います。

（相談日）10 月 1 日～25 日
毎週水曜日と日曜日（午後 1 時～5 時）
口コミで「ちょいず」の良さを伝えます。

「ちょいず」もりあげ隊
② 2017 年花王・みんなの森づくり活動助成

日時：9 月 22 日（金）午後 1 時 30 分～3 時
場所：「アイ・あいロビー」

締め切り

10 月 14 日（土）（当日消印有効）

助成対象

・「森づくり活動」では、植樹や樹木の管理、
里山や雑木林などでの保全と復原活動等
・「環境教育活動分野」では、緑地や里山をフィー
ルドとした環境教育活動。

助成期間
助成金額
応募資料
問合せ先
ホームページ

2018 年 3 月～2021 年 3 月までの 3 年間
1 団体あたり助成金の上限 50 万円 (1 年目)
とし、15～20 団体の助成を予定。
申請書（ＨＰよりダウンロード可）、活動場
所の位置図、現状が確認できる写真、活動の
概要や実績の分かる資料。
公益財団法人都市緑化機構「花王・みんなの
森づくり活動助成」事務局。
https://urbangreen.or.jp/

（申込）
「アイ・あいロビー」まで電話受付

●「アイ・あいロビー」登録団体
応援プロジェクト
★歌声サロン
アコーディオンの伴奏で楽しく一緒に歌い
ましょう！！
日 時：10 月 28 日（土）午後 1 時～4 時 30 分
参加費：100 円
定 員：50 人（先着順）
受付開始日：10 月 8 日（日）
※ 定員に達するまで
電話受付

主

催：いずみ・歌の広場

③ スミセイ コミュニティスポーツ推進助成プログラム
締め切り

助成対象

10 月 16 日（月）当日必着
・民間の非営利団体（国内に活動拠点があり
2 年以上の活動実績がある団体が対象）
・心身の障がいなどにより社会参加に困難を抱
える人々を中心としたコミュニティスポーツ
の実践。
・一人ひとりの健康問題の解決につながる先駆
的・独創的なコミュニティスポーツの実践。

問合せ先

・1 件当たり 50 万円以下が 14 件程度
・1 件当たり 200 万円以下が 4 件程度
公益財団法人 住友生命健康財団

ホームページ

http://www.skzaidan.or.jp/

助成金額

★自分が幸せになれる魔法の講座

～参加してワクワク楽しくなろう！！～
私たちは、知らず知らずのうちに何かの固定
観念にとらわれて物事を判断しているのでは
ないでしょうか？この講座に参加して、ワク
ワクするひと時を持ちましょう！
日 時：９月６日（水）午後 1 時 30 分～３時
参加費：５00 円（資料代）茶菓付き
定 員：３0 人（先着順）
※ 定員に達するまで
電話受付

主

お問い合わせ・申し込みは「アイ・あいロビー」まで
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催：和泉国際交流会ＩＣＩＸ

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
（9 月）

マジック教室
「私もマジシャン！

【毎月第 3 土曜日】11 月はお休み

（10 月）

マジック体験」

スポーツスタッキング教室
「コップ積み上げ遊び」

日 時：9 月 16 日（土）
午後 1 時 30 分～3 時

日 時：10 月 21 日（土）
午後 1 時 30 分～3 時

講

師：マジックレインボー

講

師：新田 良子 氏

定

員：20 名 費 用：300 円

定

員：20 名

持ち物：ハンカチ、はさみ、新聞紙（全紙）6 枚

持ち物：運動しやすい服装

申込み：9 月 6 日（水）

申込み：10 月 6 日（金）

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
ヒーリングヨガ

盆踊り教室

講師：赤井 喜子 氏

講師：由上 ヨシ子 氏

6 月 17 日（土）

7 月 15 日（土）

参加者 9 名

参加者：17 名

赤井先生に呼吸の仕方やヨガの基礎を丁寧に教えて頂

【参加者の感想】

き皆さんリラックスしながら楽しい時間を過ごせたと喜

★一度盆踊りをちゃんと習いたいと思っていた所、友

んでいただけました。

達からさそわれ参加！とても良かったです。又こんな

【参加者の感想】

機会を作っていただきたいです。

★最初、緊張気味で始めたヨガですが丁寧に指導して頂き

★足の動きと手の動きがなかなか、分かりません。
（難

終わった時には身体が軽く、爽快感満載でした。教えてい

しい）昔の踊り方と違いがわかりました。楽しい時間

ただいた動作（ポーズ）を忘れず日々身体を動かしたいと

をありがとうございました。

思います。

★色々な盆踊りを教えていただき大変楽しかったで

★呼吸の仕方を教えていただきリラックスしてヨガが出

す。遠い昔しか踊った事がなかったですが今年は盆踊

来ました。腰痛があるので、普段簡単に出来ることを教え

りに参加したいと思います。ありがとうございました。

てもらえ良かったです。

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

~ ７~

FAX：0725-57-3294

各種イベント・講座 開催報告
★夏休み親子福祉体験講座

★第 11 回
ボランティア・市民活動交流サロン
日 時 7 月 10 日（月）午後 1 時 30 分～3 時 30 分
参加者 参加者 66 人、ボランティアスタッフ 9 人
出演者 大正琴さちグループ（大正琴演奏）
、愛花の
会（新舞踊）
、ほのぼの会（尺八とハーモニカ演奏
おと め ごころ
歌声）音愛 心 （ダンスと腹話術）
、グリーン・ハワ
イアンズ（ウクレレ演奏、歌声）
、和泉ゆかいな仲
間（和洋舞踊）

日 時 8 月 23 日（水） 参加者 のべ 48 名
1 部 午前 10 時～午後 2 時 車いす・アイマスク・
高齢者擬似体験
2 部 午後 2 時～ 3 時 手話体験、点字体験
【参加者の感想】 ★車いす体験
アイマスク・車いす・高齢者擬似
体験等、色々な体験をさせて頂きま
した。思った以上に視覚障害の方の
大変さを実感し、とても介助者との

今回は、はじめて登録された

信頼関係と声かけが大切なことが

グループや、今まで発表され

理解できました。

ていなかったグループに活動
紹介をしていただきました。
２つの病院が見学に来られ、
帰りにすぐ依頼して帰られま
した。

体験して、声かけ、信頼関係が大事だと思いました。
車いすおすのがむずかしかった。

★点字体験

バラエティーに富んだパフォーマンスで、会場の皆さんの歌声
もとても美しく、すぐにも合唱団

点字を初めて書いてみました。
そこで、はじめは、すこしもじ
しんがありませんでした。けれ

ができそうな雰囲気でした。

ど、書いてみると楽しくなりま

毎回、大盛況で、立ち見が出

した。またこんなことができる

るほどの人気のイベントです。

ならやってみたいです。
（小 4）
点字を書くときにちょっとかたかったけど、どんどん楽しく
なってきたので、またやりたいと思いました。
（小 4）

（交流促進・ネットワーク部会）

（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
日

時：8 月 5 日（土）午前 10 時～午後 3 時

場

所：大阪市立信太山青少年野外活動センター オークサイト

参加者：123 人（親子 72、ボランティア 51）
今年は例年にくらべ親子の参加者が多く、ボランティアの方も合わせ
総勢 123 人が、晴天に恵まれた夏休みの一日、自然の中で、自然観察、
昆虫採集、カレー作り、ドッヂビー、綱渡り、輪投げなどを楽しみました。
今年も桃山学院大学の学生 17 人が参加し、カレーの火おこしを手伝った
り、子どもたちと虫取りやドッヂビーをしたりで盛り上げてくれました。
最後に子どもたちにお土産・プレゼントが配られ、大喜びのうちに閉会となりました。

（参加者の感想）
初めての参加で、こんなにも内容が
充実していて親子でとても楽しかっ
たです。スタッフの皆さんのおかげで、
素敵な夏休みの一日を過ごせました。
今日は本当にありがとうございました。

(大学生の感想)
ボランティアの人たちの優しさをとても感じました。
子どもと普段ふれあう機会がないのでとても良い経験でした。
（夏休み親子ふれあい日帰りキャンプ実行委員会）
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「アイ・あいロビー」からのお知らせ

「福祉体験学習」指導者研修を開催しました。

各種募集

（車いす・アイマスク・高齢者擬似体験）

和泉ボランティア・市民活動フェ
スタ 2017 出演者・出展者募集！

6 月 28 日（水）午後 4 時～5 時

12 名参加

教職者の方で福祉体験学習の経験をした事が無い・指導が出来ない・・
と言う先生も多く、ボランティアと一緒に生徒達に体験学習の指導をし
ていただくためにも、講座を開きました。

日時：11 月 12 日（日）10 時～15 時
場所：エコール・いずみ アムゼ広場
内容：ステージ発表、ワークショップ、
パネル・作品展示、サポートスタッフ

「点字ブロックや手すり、スロープひとつひとつのものの必要性が良

「アイ・あいロビー」登録ボランティアの

くわかりました」
「改めて見えることのうれしさ、喜びを感じた。」「知

みなさんには、
「参加確認書」をお送りしま

識として知っていることでも、実際に、体験してみることで、理解でき

すので、参加ご希望の方は、9 月 30 日（土）

ることが多くありました。
」

までに、必要事項を記入のうえ、FAX、メ
ール、またはご持参で提出ください。

★フリーマーケット出店者募集！
当日、イベント会場付近で 10 店舗
（2×2ｍ）１店舗 500 円のみ出店者を
募集します。
ご希望の方は、10 月 7 日（土）午前 9
この福祉体験を子どもたちに、指導する際に活かしていただけると幸いです。
（センター管理・アドバイザー部会）

赤い羽根共同募金に

ご協力下さい！

今年も 10 月 1 日から共同募金運動が全国で一斉に始
まり、
「アイ・あいロビー」にも募金箱を設置します。
共同募金運動は、社会福祉法の中で「地域福祉の推進を図るため」と
明確に規定されており、原則としては、都道府県を区域として実施して
いますが、災害の発生等のために準備金も積み立てており、実際に災害
が発生した場合には、この区域をこえた支援も行っています。

時より「アイ・あいロビー」まで電話にて
受付（先着順）

ボランティア・アドバイザー養成
講座受講生募集
開催日時：10 月 19 日（木）26 日（木）
午前 10 時～午後 3 時
募集人数：15 名
募集対象：ボランティア経験があり、講座
修了後はアイ・あいロビーの事業運営に協
力できる人。
和泉市内及びその周辺に居住し、満 18

福岡県と大分県を中心とする九州北部で発生した集中豪雨で被災
された方々を支援するため「平成 29 年 7 月 5 日からの大雨災害義援
金」の受付期間が平成 29 年 12 月 28 日（木）まで延長されました。

歳以上 68 歳未満の人。
申込み：10 月 5 日（木）午前 9 時より
定員に達するまで電話受付
TEL 0725-57-0294

★義援金と支援金の違い
ちゃんと理解して、ちゃんと支えよう。

寄付もボランティアのひとつです。
自分の意思でどこに寄付をするのか見極めてから行いましょう。

義援金とは、被災者の方々へお悔やみや応援の気持ちをこめて贈る
お金。各都道府県の「地域防災計画」を根拠に、日本赤十字社やその他
の義援金の受入れ団体、報道機関などの関係者からなる「義援金配分委
員会」を設置し、義援金の配分について協議、決定され、各都道府県を
通して、被災された方に届けられます。

支援金とは、あなたが応援したい団体を自分で選んで寄付し、被災
地の支援に役立ててもらうお金。NPO・ボランィア・グループ、災害ボ
ランティアセンターなどへの活動資金助成等に使われます。
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100％が公平・
平等に被災者に
配分。救命・復
旧活動には使わ
れない。

被災地、被災者
に届くまで時間
がかかる。

支援団体が使い
道を決定。

被災地にすぐに
届く。

「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 12 月 1 日

点字器、書籍、視聴覚教材、他

10 月 18 日（水）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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