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特集！

地域のボランティアさん大集合
日頃から、お互いの顔が見える関係を構築し、あいさつからはじま
るご近所づき合いや声かけ、見守りなどを行うことで、誰もが安心し
て暮らせる地域づくりが望まれています。
ぜひ一度、あなたの周りをゆっくり見渡してみてください。

つながる

p.4 イベント・講座のご案内
ボランティア・市民活動ステップアップ講座、
交流サロン、ももやまキッズ、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、
災害ボランティア活動報告、
「ちょ
いず」届出箱設置のご案内、他

まなべる

p.7 「アイ・あいロビー」教室
デジカメ・スマホの写真加工教室、うた
ごえひろば、折り紙でおひなさま、他

つかえる

p.8 和泉ボランティア・市民活動フェスタ
開催報告
p.9 「アイ・あいロビー」からのお知らせ
小学校福祉体験学習サポート報告、ボランティア・市民活動入門講座報告、おしゃべりカフェ、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

地域のボランティアさん大集合！

きっとあなたの近くにも

ボランティアを必要としている人がいるはずです
人々のライフスタイルや価値観が多様化し、ボランティアのニーズも多様化してい
ます。近年の高齢者の孤独死や児童虐待、育児放棄、引きこもり、ニート、ＤＶ
（ドメスティック・バイオレンス）などの深刻な社会問題は、地域の中での孤立化
や身近な相談相手の欠如も要因の一つとみられています。
そこで、地域の中で幅広い世代の人々が、お互いを理解し、つながりを強めてい
くことで、住みやすい地域をつくるために、家庭や学校、地域など様々な場面にお
いて、気軽に集まれる場や機会を提供し、交流やふれあい活動に取り組んでいるみな
さんをいくつかご紹介します。

なんなんカフェ
（鶴山台南小学校げんきっこプラザ「なんなんクラブ」）
毎月第 4 土曜日（原則）に理科室で実施しています。子どもた
ちが、来てくださった地域の方々にサービスしてくれています。
始めてから、約 1 年半経ちました。地域の方々にも少しずつ認知
していただけるようになりました。

コーヒーサロン（和気校区）
毎月第 4 土曜日 9：30～ 憩いの家で
コーヒーサロンを実施しています。立ち上
げてから２年半。毎回 60～70 人。男性も
たくさん参加されて、モーニングしながら
憩いのひとときを楽しくされています。

いきいきいずみ体操（東阪本町婦人会）
65 歳以上の方を対象に、毎週水曜日の１時半から、誤嚥予防の
為の替え歌を歌い、脳の刺激を手遊びなどで準備運動をしてから
体操を始めます。
参加者の方は、週１回の体操はもちろんのこと、その後のおし
ゃべりの時間も、とても楽しみにされています。
会館の準備や司会進行は、グループを 4 つに分けて交代で行っ
ています。
人任せでなく、自分たちの体操という意識を持っていただく事
が、長く続けていく秘訣ではないかと思っております。
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福祉農園スタート(2 月)

夏祭り出店(8 月)

じゃがいも収穫(6 月)

今年春からスタートした福祉農園（光明台）
「モア２１」は社会奉仕活動の一環として、障がい者家族が畑を耕す事で、農作物を作る喜び
と心の安らぎを得ていただこうと福祉農園を立ち上げ、現在、障がい者家族 10 家族、サポー
ト家族 10 家族、そして地域のボランティアや「モア２１」メンバー17 名が一緒に畑作業をし
ています。
2 月に作付けした《じゃがいも》を 6 月に収穫し、みんなで味わい、8 月の光明台夏祭りに
フライドポテトを販売、そして秋のサツマイモ収穫等、順調に活動が進んでいます。

サツマイモ収穫(10 月)

登下校見守り隊（東阪本町老人会）
小学生の子どもたちが、安全に元気よく登校していただくために、見守
りをさせていただいております。朝の見守りは、こどもたちの為ではあり
ますが、自分自身の健康のためであるという事を、最近は感じています。
地域に貢献でき、自分自身の健康維持のため、これからも無理をしない
で続けていきたいと思います。

今回ご紹介したのは、ほんの一部の取り組みです。
自治会や子ども会の他にも地域のおたすけ隊、見守り隊、自主
防災、消防団、女性消防、青パト、いきいきサロン、子育てサロ
ン、子ども食堂、サードプレイス等々。
一度ゆっくり、あなたの周りを見回してみてはいかがでしょ
うか。きっと、あなたを必要としている人がいるはずです。
（情報収集・提供部会）

せっかくボランティアをするのなら、ちょっとだけお勉強してから地域に貢献してみるのはいかがでしょ
うか。和泉市ではさまざまなサポーターを要請しています。
認知症サポーター、ヘルスアップサポーター、おたがいさまサポーター等々。（いずれも活動前に要研修）

おたがいさまサポーター

いずみ ファミリー・サポート・センター

困った時はおたがいさま！ 高齢者のちょっとした
困りごとを助け合うサポート活動です。まずは「見
守りを兼ねたごみ出し支援」から。

（通称：ファミサポ）は、子育てを手伝ってほしい人（依
頼会員）と子育ての手助けができる人（提供会員）が、
会員同士で子育ての援助を行うシステムです。

サポート活動に参加するとポイントが付き、貯ま
ったポイントで市内の特産物と交換できます。

子育てが終わったので子育て中の人のお手伝いをし
たい、保育士などの資格を活かして地域の子育て支援
がしたい、子どもが好きで時間に余裕ができた...等々。
そんな方は、ぜひ、お申し込みください。

（問）和泉市高齢介護室
0725-99-8132

（問）こども NPO センターいずみっ子
0725-45-0659
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イベント・講座のご案内
ボランティア・市民活動ステップアップ講座

日時：平成 30 年２月 27 日（火）
午後１時 30 分～３時
講師：川井 太加子氏
（桃山学院大学 社会学部 社会福祉学科 教授）
場所：「アイ・あいロビー」会議室
定員：30 名

日時：平成 30 年２月 19 日（月）
午後１時 30 分～3 時 30 分
場所：「アイ・あいロビー」会議室
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。皆さんがど

地域の中で安心して暮らしていけるコミュニティ。

んな活動をされているかを知る良いチャンスです！お

住民同士の支えあい、ちょっとした困りごとなど、

楽しみ会もご用意しています。

身近な地域で実際にどう関わっていけばよいのか。

毎回大好評！

地域のコミュニティを研究されている川井教授よ
りお話ししていただきます。
たくさんの方のご参加をお待ちしています。
申込受付：平成３０年２月 6 日（火）
午前９時より「アイ・あいロビー」まで
電話受付
（啓発学習・提供部会）

子育て応援。

親子で楽しむ！

日 時：毎月第１日曜日 午後１時～４時

桃大生のお姉さんやお兄さんと遊ぼう！
日

（交流促進・ネットワーク部会、運営委員会）

場 所：
「アイ・あいロビー」会議室

時：平成 29 年 12 月 16 日（土）
平成 30 年 2 月 3 日（土）
午前 10 時～12 時 30 分

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

午前 10 時～12 時 30 分
場 所：
「アイ・あいロビー」＆「オアシス」

含まれています。

内 容：
（12 月）スライム、クリスマスおりがみ、
フルーツサンド＆ジュース
（2 月） プラ板、人形劇、手遊び、パンケーキ

１月はお休みです。

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：
「アイ・あいロビー」まで電話受付
９月は
ポップコーンを
作りました！

お問い合わせ

お申し込み

「アイ・あいロビー」まで
電話：0725-57-0294
FAX：0725-57-3294
午前 9 時～午後 5 時迄

（協働推進部会）
Kyoudou
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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
餅つき大会の手伝い

開催日：10 月 14 日 (土)・15 日 (日)
今年も全国各地

対象者:高齢者
活動日

12 月 23 日（土） 午前 9 時～午後 3 時頃

場 所

池上町 高齢者施設

条件等

１０名（男５名、女５名）

からたくさんのウ
オーカーが参加。無
事、大きな事故もな
く盛会のうちに終

交流会等での介助、手話通訳、筆談
活動日
場 所

了することができ

対象者:障がい者

ました。これもひと

火、水、金、 ほか土、日に数回

えにボランティア

午後３時～５時、午後７時～９時

さんのご協力あってのことと、実行委員会よりお礼の言葉をい

北部福祉会館、旭第二集会所、人権文化センター

ただいております。

ボランティア数： 94 名

また、和泉の自然や観光名所をたくさんの方に知っていただ

書道指導

くことができ、和泉のおもてなし度もアップしたことと思いま

対象者:高齢者

す。参加されたボランティアのみなさん、おつかれさまでした。

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 あり

大阪府下で開設された災害ボランティアセンター

河内長野災害ボランティアセンター活動報告

送迎
対象者:高齢者
活動日

第１，３，４週 木曜日 午後２時～４時

場 所

自宅箕形町⇔シティプラザ機能訓練教室

条件等

1名

手芸
対象者:高齢者
活動日

火、金のいずれかの日 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

10 月 23 日に静岡県に上陸した台風第 21 号は、全国各地
で河川の氾濫による浸水や土砂災害、強風による住宅の損壊
被害をもたらしました。

喫茶のお手伝い

和泉市でも 100 件以上の土砂崩れ、冠水、路肩崩壊等の被

対象者:高齢者
活動日

月～土曜日１回でも可 午後 12 時 30 分～2 時 30 分

場 所

山荘町 高齢者入所施設

条件等

４～５名 男女不問

害が報告され、開設された避難所には 100 数十名の方が避難
されました。
大阪府下では、河内長野市に災害ボランティアセンターが

★ 動きやすい服装で

立ち上がり、被害を受けられた方々が、普段の生活を取り戻

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

していただけるよう、主に泥だし・片付けなど被災者支援活
動を展開していました。
被害の発生した件数は少なかったが、１件の作業に何十人も

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

の手が数日に渡って必要となることから、約２週間で 416 名

方は必ずアイ・あいロビーまでお問い合わせください。

のボランティアさんが活動されました。

依頼先への直接連絡はご遠慮下さい

（平成 29 年 11 月 12 日現在）

（センター管理・アドバイザー部会）

花植え・花守り隊のお知らせ

日

時：12 月 12 日（火）午前 9 時から

春に向けて花の苗を植えます。

場

所：和泉中央駅前花壇（タクシー乗り場）

苗の生育が遅れ、いつもより寒い時期での植え付けとなりました。春苗は長期間咲いてバス停前を彩ります。
やりがいのある作業なので、ぜひご参加ください。

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

情報コーナー

～NPO・市民活動～

● 助成金情報
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 住まいとコミュニティづくり活動助成

③ 公益財団法人 毎日新聞大阪社会事業団
2017 年度「公募福祉助成金」

締め切り

2018 年 1 月 10 日（水）

締め切り

2017 年 12 月 20 日（水）必着

助成対象

助成対象

営利を目的としない民間団体
〇地域・コミュニティ活動助成：地域づくり
やコミュニティを基軸にした市民活動に対
する助成
〇住まい活動助成：住まいや住宅地、団地、マ
ンションなどを活動対象にして今日の多様住
宅問題に取り組む市民活動に対する助成

児童福祉、障害福祉、医療福祉などを行う民間
団体
緊急を要する活動費助成、もしくは事業（プロ
ジェクト）助成
＊機器や設備の助成は対象外
1 団体につき 50 万円以内、
総額 200 万円以内

助成金額

1 件あたりの上限額： 1,200,000 円

問合せ先

毎日新聞大阪社会事業団

問合せ先

（一財）ハウジングアンドコミュニティ財団

ホームページ

http://www.mainichi.co.jp/osaka_shakaijigyo/

ホームページ

http://www.hc-zaidan.or.jp/program.html

助成金額

④ 2017 年度「近畿ろうきんＮＰＯアワード」
② 「未来につなぐふるさと基金」協働団体募集

締め切り

2018 年 1 月 31 日（水）必着

締め切り

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
子どもや子育てに関わる支援など「未来に活
かす」多様なプログラム
最大 250 万円
＜はばたきコース＞
大賞：50 万円×1 団体
優秀賞：30 万円×2 団体
奨励賞：20 万円×5 団体
＜はぐくみコース＞
はぐくみ賞：10 万円×4 団体

助成対象

助成金額

問合せ先
ホームペ ー ジ

2018 年 1 月 10 日（水）当日消印有効
NPO 法人、一般法人、公益法人、任意団体な
どの市民活動団体
当財団とキヤノンマーケティングジャパンが
立ち上げた基金で、生物多様性に関する市民
参加型プログラムを協働で実施する団体を募
集する
1 件当たり 50 万円、5 件。助成金に加え、
助成金以外の支援を提供
(1)専門性や組織運営力、広報力などを向上さ
せるための支援
(2)「生物多様性をテーマとした写真教室」実
施援助
(3)報告会等でのノウハウ共有
パブリックリソース財団
（未来につなぐふるさと基金事務局）

助成金額

問合せ先

近畿ろうきん

ホームページ

http://www.rokin.or.jp

地域共生推進室

http://www.public.or.jp/PRF/fund/fund_03/

「届出期間」平成 30 年 2 月 1 日（木）～2 月 28 日（水）

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”～

≪「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）
★ 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。
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
（12 月）

【毎月第 3 土曜日】

（1 月）

デジカメ・スマホの
写真加工教室

（2 月）

うたごえひろば
大声で歌って寒さを吹き飛ばそう！

折り紙で“おひなさま”
を作りましょう

日 時：12 月 16 日（土）

日 時：1 月 20 日（土）

日 時：2 月 17 日（土）

講

師：情報クラブ いいね！

講

師：コーラスグループ ぶどうの木

講

師：赤松 久子 氏

定

員：15 名

定

員：30 名

定

員：20 名

午後 1 時 30 分～3 時 30 分

午後 1 時 30 分～3 時 30 分

午後 1 時 30 分～3 時 30 分

持ち物：デジカメ、スマホ

持ち物：飲み物

持ち物：ハサミ、かまぼこの板

申込み：12 月 6 日（水）

申込み：1 月 6 日（土）

申込み：2 月 6 日（火）

各お申し込み日の午前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
マジック教室
「私もマジシャン！マジック体験」

スポーツスタッキング教室

講師：マジックレインボー

講師：新田

9 月 16 日（土）参加者 8 名

10 月 21 日（土）参加者 8 名

＜講師より＞

＜参加者の声＞

「コップ積み上げ遊び」
良子 氏

・
「コップでどのように遊ぶのかな？」と （不思議）でした。
おもしろかったです。準備体操も気持ち良かったです。指導
してくださった先生、素晴らしかったです。
・童心に帰って夢中にあそびました。楽しかったです。単純
やけど以外にむずかしかったです。脳トレにもなりました。
・やってみるとなかなかおもしろい。脳の活性化にもなり、
おとな、子どもにかかわらず、地域交流に役立ちそう！

参加された大人の方も、また、小さな子どもたちの
一生懸命さと意欲的な様子に、拍手をいっぱい送りた
くなりました。人数的にも、時間的にもちょうど良か
ったと思いました。

、

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

和泉ボランティア・市民活動フェスタ 2017

【11 月 12 日（日）】

気づきから築きへ ～みんなで広げる 大きな輪～
秋晴れの快晴に恵まれた 11 月 12 日、新しく改装されたエコールいずみアムゼ広

来場者 推定 1300 名
イベント参加者 400 名

場は、フェスタ参加団体で終日にぎわいを見せました。今年はステージ発表が 21 団
体、ワークショップが 14 団体、パネル展示が 14 団体のあわせて 49 団体が参加。
10 時 15 分太鼓の音とともにオープニング、ステージでは開会式に引き続き参加
団体が活動の成果を次々と披露。ミニ遊びの広場や車いす体験、パネル展示、スタ
ンプラリー、フリーマーケットなど内容も盛りだくさん。
ステージ最後の演目「よさこい」で会場全体が盛り上がったあと、抽選会で無事
終了。ボランティアスタッフおよび参加団体の皆さん、ご協力ありがとうございま
した。

（和泉ボランティア・市民活動フェスティバル実行委員長 大平直樹）

オープニング演奏 “銭太鼓”

ミニ遊びの広場

ワークショップ

ステージ発表

魅せる！

踊る！ 躍る！

踊る！ 躍る！

いいもの
見つかったかな？

フリーマーケット

パネル展示
お楽しみ抽選会
おめでとう!
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イベント・講座開催報告、お知らせ

小学校福祉体験学習サポートボランティア活動報告
緑ケ丘小学校（4 年生 115 名）9 月 29 日
車いす・高齢者擬似体験
光明台北小学校（4 年生 117 名）10 月 27 日
車いす・アイマスク・ユニバーサル体験

子どもたちの福祉に
対する学習意欲がす
ばらしく、知りたい
という気持ちがあふ
れていました。

車いす体験
アイマスク体験

車いすは、乗っているほうが楽だ
と思ったが、両方大変だった。

ユニバーサル体験

一生懸命介助する子どもと
怖いながらも子どもを信頼するお母さん

シャンプーのツブツブを始めて知った。

ボランティア・市民活動入門講座

自分らしいボランテイアの探し方
９月１３日（水）参加者３４名
講師：土田 輝美 氏
（元大阪健康福祉専門学校校長）
北橋 真紀 氏
（福祉施設 ボランテイア担当職員）

その場で提起されたいろいろな話題で
わいわいガヤガヤ！！
地域の人と「つながり作り」
だれでも参加できます。
毎月 第 2 水曜日
午後 6 時 30 分～午後 8 時 30 分
和泉市南部リージョンセンター
平成 29 年 12 月 13 日（水）
平成 30 年 1 月 10 日（水） コーディネーター
近畿大学総合社会学部
「アイ・あいロビー」
平成 30 年 2 月 14 日（水） 教授 久 隆浩 氏
平成 30 年 3 月 14 日（水）

土田さんからボランティアとは「自分が楽しむ、家族の

（問）
和泉市市長公室公民協働推進室 ☎0725-99-8103

理解を得て好きな事、出来る事、得意な事を身近な所で無
理しないでする事」と聞きました。

ボランティア・アドバイザー養成講座

北橋さんは「初めての人も来て欲しい」と仕事の内容を
説明してくれました。また３人から楽しい経験談を聞けた

開催日：11 月 19 日、26 日（受講生 7 名）

ことも好評でした。
＜受講者の感想＞
★自分の空いた時間だけでも良いとの事で、少し気楽に考
えられるようになった。
★私に出来るかと考え踏み出せないでいたが、とても参考
になった。タイトルに自分らしいが付いてたので参加した。
（啓発・学習提供部会）

ボランティアコーディネート、地域福祉、
「アイ・
あいロビー」の事業内容などを勉強していただき、受
講生全員が「ボランティア・アドバイザー」として登
録してくれることになりました。
1 月からは 7 名のニューフェイスが、
「アイ・あい
ロビー」窓口に登場します！
ボランティア・アドバイザー一同、来年もよろしく
お願いいたします。

★年末年始休館日のお知らせ
アドバイザー一同、来年もよろしくお願いいたし
ます。
「アイ・あいロビー」は 12 月 29 日（金）～1
月 3 日（水）まで休館いたします。
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「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 30 年 3 月 1 日

点字器、書籍、視聴覚教材、他

1 月 17 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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