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特集！

おしゃべりカフェ
～気軽に集まり 気軽におしゃべり～
今年度は昼の部と夜の部の二部構成で開催します！
地域の人と「つながり作り」ぜひ一度ご参加ください。

p.3「アイ・あいロビー」
２０年を振り返る
「アイ・あいロビー」創設・始動編 1998～2008 年

つながる
p.4 イベント・講座のご案内 Part-1
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、交流サロン

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、大阪ええまちプロジェクト、他

まなべる

p.7 イベント・講座のご案内 Part-2
登録団体応援プロジェクト
ももやまキッズランド、普通救命講習会

p.8 アイ・あいロビー教室
健康のススメ！とり過ぎていませんか？塩分！

つかえる

盆踊り教室、他

フェスタ出演者募集スタート！

p.9 「アイ・あいロビー」からのお知らせ
ボランティア・市民活動フェスタ実行委員会、福祉体験学習指導者研修、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！ おしゃべりカフェ
～気軽に集まり

「市民ラウンドテーブル」自由に話し合える場
「テーマなし」のおしゃべりの場

気軽におしゃべり～

聞き役でも OK!
気軽な雰囲気で
意見交換

昨年度まで和泉市が主催で開催していた「おしゃべりカフェ」
今年度から「アイ・あいロビー」が主催することになりました。
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」
参加は自由
出入りも自由

コーディネーターとして
近畿大学総合社会学部教授 久 隆浩 氏が参加されます。

発言した人の
批判はダメ
聞きたいこと、困ったことなど話題は様々

５月９日の報告

特集
！おしゃべりカフェ
「アイ・あいロビー」主催として第 1 回目の開催となりました。
お部屋も心機一転して、大きくなったミーティングルーム。
テーブルが小さいので顔が近すぎるかな、という心配をよそに
12 名のみなさんが、気軽にわいわいがやがや・・・
自己紹介をホワイトボードに書いてくれる人が出現したり、
久先生の情報提供もいつになく盛りだくさん。
もちろん内容も、楽しい話題から深刻な悩みまで
全体的にテンションが高く、濃い内容でした。

Facebook ページより
初めてでもおかげさまでとて
も楽しかったです。
素敵なフォローをありがとう
ございました。
皆さんがあたたかい方ばかり
で良かった。

https://www.facebook.com/izumi.aiai/

次回は
6 月 12 日（火）午後 1 時 30 分～3 時 30 分
☆彡 昼間の部、第 1 回目となります。
以後、昼夜交互に開催
7 月 11 日 第 2 水曜日 夜の部 午後 6 時 30 分～8 時 30 分
8 月 14 日 第 2 火曜日 昼の部 午後 1 時 30 分～3 時 30 分
南海・浜寺公園駅の旧駅舎地元の NPO「浜寺公園駅舎保存活用の会」が、
ギャラリーやカフェ、イベントスペースとして再利用。
浜寺公園駅は、2016 年 1 月から仮駅舎に切り替え。旧駅舎は保存・活
用を目指し、2017 年 11 月と 12 月に、建物を丸ごと移動させる曳家
（ひきや）工事が行われ、30m 先の現在の場所に移設されていました。
東京駅丸の内駅舎などの設計で知られる辰野片岡建築事務所が設計。
1998 年には大手私鉄の駅舎で初めて国の登録有形文化財に登録され、
2000 年には「近畿の駅百選」にも選ばれました。
ミニギャラリー

ミニ図書室
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20th ANNIVERSARY 情報収集・提供部会 特別企画

「アイ・あいロビー」の 20 年を振り返る

設立～始動編（1998-2007）

であい・ふれあい・たすけあいをキーワードに走り続けた 10 年
1997

阪神・淡路
大震災

どうしたら良いか
みんなで考えました。

そうだ！ボランティアセンターを作ろう！
ボランティアの経験を生かして
ボランティアで運営しよう！

自分たちのまちは
じぶんたちで守る

気軽に利用できる施設に！

1998

1999

「アイ・あいロビー」オープン

ボランティア・アドバイザー誕生！

2001

アイ・あいロビー教室始動！
小学校福祉体験学習続々！

2002

花植え・花守り隊誕生！

アイ・あいロビーの特色 ①

8 分野の活動団体が交流し、運営に協力
地域社会、社会福祉、医療保健、環境保全
国際交流、教育・文化・スポーツ・青少年等
女性人権、防災等

第 1 回 運営委員会開催（毎月）
ボランティアフェスティバル（毎年）
普通救命講習（毎月）
一周年記念
ロゴマーク
公募にて決定！

2000

運営委員会

和泉市より認定
「ふれあいのみち・アイ・あい」
他市からの施設訪問や
TV、新聞の取材が増え始める

2003

５周年記念事業
山田パンダさんやってくる

2004

親子夏休み体験キャンプ
ぼくらは探検隊！

新潟、能登
台風、事故

アイ・あいロビーの特色 ②
ボランティア・アドバイザーを中心とする運営開始
市民の力で、窓口対応からボランティアのコーディネートまで

事故や災害が相次ぎ災害ボラン
ティアに対する関心が深まる

もし和泉市で大災害が起きたとき、何ができる？

2005

災害ボランティアセンター検討会

2006

和泉市 市制施行 50 周年

2007
「アイ・あいロビーニュース」の前身であるボランティア情報紙「izumi V ねっと」は 2002 年から、
ボランティアの手作りで毎月１回 500 部発行。
「アイ・あいロビー」の歴史を記録してきました。
2006 年からはホームページでも情報発信。次号は、10 周年を迎えた 2008 年以降の 10 年を．．
．
（情報収集・提供部会）
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イベント・講座案内（Part-1）
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！

8 月 4 日（土）午前 10 時～午後 3 時

（雨天中止）

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
対 象：親子 25 組 小学 1 年生～6 年生とその家族、保育あり（1 歳半以上）
参加費：1 人 500 円（乳幼児は無料）
申込み：7 月５日（木）から定員に達するまで「アイ・あいロビー」で電話受付

自然観察、カレー作り、輪投げ、
スラックライン、ディスクゴルフなど

（夏休み親子ふれあい日帰りキャンプ実行委員会）

会）

日時：７月

17 日（火）

日時：8

午後 1 時 30 分～3 時 30 分
場所：
「アイ・あいロビー」

月 21 日（火）

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
手話体験
2 時～ 3 時
点字体験

「アイ・あいロビー」に登録しているみなさんの活動内
容を老人クラブや校区社協ボランティア・福祉施設の方々
へ紹介し、情報交換をしていただく場として、交流サロン
を開催しています。
参加ご希望の方は、「アイ・あいロビー」までお電話
で申し込みください。

場所：
「アイ・あいロビー」
目の不自由な人の介助・車いすの介助・体の不自由な人
の介助は、どのようにすれば良いの？学びませんか？体験
しませんか？夏休み最後の親子のコミュニケーションで
す。

定員：各 10 組
（小学生と保護者）
お申し込みは、
「アイ・あいロビー」まで
8 月 6 日（月）から定員に達するまで電話受付
（センター管理・アドバイザー部会）

（交流促進・ネットワーク部会）

※お問い合わせ お申し込みは「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 ～ボランティア～

ドライヤー補助
対象者:高齢者
活動日

月～金曜日のいずれか

場

山荘町 高齢者入所施設

所

条件等

午前 10 時～12 時

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！

男女不問、動きやすい服装で

喫茶手伝い

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

対象者:高齢者
活動日

共感を持ち、
「共に生きる」豊かな心を学び、福祉への理解

月～土曜日（要相談）

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

午後 12 時 30 分～2 時 30 分
場

所

条件等

施します。

山荘町 高齢者施設

詳細はホームページをご覧ください。
（6/18 より）

男女不問、動きやすい服装で

http://izumi-syakyo.net/aiai/taiken2018.html

カラオケの操作と歌、
ホワイトボードによるクイズ・脳トレなど
対象者:高齢者
活動日

週に 1～2 回、午後 3 時～4 時

場

伏屋町 高齢者通所施設

所

条件等

活動期間 7 月 1 日（日）～9 月 30 日（日）
参加受付 6 月 18 日（月）～9 月 14 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
15 施設（21 プログラム）

2 名 男女不問

手芸（パッチワーク、絵手紙など）
対象者:高齢者
活動日

月、木、土曜日（決まった曜日で月 2 回程度）
午後 1 時 30 分～2 時 30 分

場

所

高齢者入所施設 高石市

この他にも随時ボランティア依頼が寄せられていま
す。気軽にお問い合わせください。また、ボランィア参加
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。

サマーキャンプや夏祭りといったイベント、日常活動
を利用者の方と一緒に過ごしてみるといった、さまざま
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

依頼先への直接連絡はご遠慮ください！

ご参加をお待ちしています。

（センター管理・アドバイザー部会）

《花植え作業》
日 時：6 月 19 日（火）午前９時～
場 所：和泉中央駅前タクシーのりば

（センター管理・アドバイザー部会）

《平成 30 年度の予定》
７月 24 日 草抜き
7 月下旬～8 月 適時 状況に応じて草抜き

3
🌼 花の生育が早いので、いつもより早いです。ご協力よろしくお願いいたします。

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

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 明治安田生命
地域支え合い活動

③ 第 2 回日本女性学習財団
未来大賞レポート募集

助成プログラム

締め切り

2018 年６月 30 日（土）

締め切り

2018 年８月３1 日（金）

助成対象

保健・医療・福祉・まちづくり分野の
事業プロジェクト、施設・設備
助成金総額：1,650,000 円
1 件あたりの上限額 300,000 円

助成対象

男女共同参画社会、多様な人々が生きやすい社
会の実現に向けて、次への一歩を踏みだしたい
人/踏みだした人の想いやその過程などをまと
めたレポートを募集

問合せ先

（一社） 全国老人給食協力会 事務局

助成金額

大賞 1 篇 奨励金 10 万円

ホームページ

http://www.mow.jp/

問合せ先

公益財団法人 日本女性学習財団
第 2 回未来大賞係

ホームページ

http://www.jawe2011.jp/nii_awards/index2018.html

助成金額

② 平成30 年度 子どもゆめ基金助成金＜二次募集＞
締め切り

①郵送申請 2018 年６月５日（火）

④ 社会福祉法人 清水基金 NPO 法人助成事業

②電子申請 2018 年 6 月 19 日（火）
助成対象

○子どもの体験活動の振興を図る活動
○子どもの読書活動の振興を図る活動
○子ども向けソフト教材を開発・普及する活動

助成金額

1 件当たり 500,000 円

問合せ先

国立青少年教育振興機構
子どもゆめ基金部助成課
http://yumekikin.niye.go.jp/jyosei/

ホームページ

締め切り

2018 年６月 30 日（土）

助成対象

障がい児・者福祉の増進を目的として運営され
ている NPO 法人の諸事業
助成金総額：8, 000 万円（予定）
１法人当たり 50～700 万円

助成金額
問合せ先

社会福祉法人 清水基金

ホームページ http://kikin.or.jp/about_business/npo/

● めざしてみませんか？
条例指定ＮＰＯ法人

● 大阪ええまちプロジェクト
地域団体・NPO の課題解決につながる、団体の運
営基盤強化に役立つサポートを提供すること

（市民公益税制 4 号指定）

◎寄附金が集めやすくなり、NPO 法人の財政基
盤の強化が期待できます。
◎法人の認知度の高まりが期待できます！
◎認定 NPO 法人になるための基準の一つである
PST※を満たします！
※ PST（パブリックサポートテスト）
広く市民からの支援を受けているかどうかを
判断するための基準
条例指定を受けるには、府の指定基準を満たし、条
例で指定されることが必要です。
http://www.pref.osaka.lg.jp/danjo/shiminkouekizeisei/
4goutop.html

地域団体のチャレンジ
（プロジェクト型支援）
地域団体が抱える運営上の課題解決を、企業等で
活躍するビジネスパーソンやクリエイターが、自
らの経験・スキルを活かして支援する「プロボノ」
で応援します。

先輩団体のアドバイス
（随時個別相談型支援）
大阪府内で先行した実績を持つ“先輩団体”が、地
域団体のお悩みに個別に答えます。先輩団体が味
わってきた苦労や経験が、あとに続く団体の力に
なるはずです。
「どんな支援が受けられるの？」「どんな先輩がアドバ
イスしてくれるの？」など、支援事例やええまちづくり
のネタなど、詳しくはホームページをご覧ください。

http://eemachi.pref.osaka.lg.jp/about/
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イベント・講座案内（Part-2）
「アイ・あいロビー」登録団体応援プロジェクト
いずみ・歌の広場 歌声サロン
🎼 アコーディオンの伴奏で

～食生活を改善して
アトピーや喘息を克服しよう～

みんなで歌いましょう!!

なかなか治らない咳や湿疹に悩んでいませんか？
映画「いただきます」の上映とセミナー
日

時：７月１４日（土）午前 10 時～12 時
午後 1 時 30 分～3 時 30 分

場

場

所：
「アイ・あいロビー」

定

※事前振込

月 23 日（土）午前 10 時～11 時 30 分
コーヒーお菓子付♪

員：50 人

申込み：定員に達するまで「アイ・あいロビー」で

※乳幼児連れの方も大歓迎です！
主

時：6

参加費：100 円

所：
「アイ・あいロビー」

参加費：大人 1,000 円、小中生 500 円

日

電話受付け中！

催：
（一社）アトピーなんか飛んで行けの会

主

申込み：メール tondeke_event@freeml.com

催：いずみ・歌の広場

希望日時、人数を明記してください。

「アイ・あいロビー」登録団体応援プロジェクトとは．．．
「アイ・あいロビー」の会議室を利用して、みなさんの活動内容（専門知識や情報）を伝えていただく講座、カフェ・
サロン、相談コーナーなどを応援するプロジェクトです。活動の啓発や仲間づくりに、ぜひご利用ください。

【応援内容】
・アイ・あいロビーニュースや市の広報紙に掲載してＰＲすることができます。
・受付業務を「アイ・あいロビー」が代理で行います。
・年に２回実施でき、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）

◆普通救命
講習会のご案内

★ももやまキッズランド
≪桃大生のお姉さん＆お兄さんと遊ぼう≫
７月７日（土）午前 10 時～12 時 30 分
場

所：
「アイ・あいロビー」会議室＆コミュニティカフェ”オアシス”

参加費：親子１組３００円（子ども 2 人目以上は 100 円追加）
定

員：親子２０組（3 歳～小学 4 年生

保護者同伴）

申

込：６月７日（木）午前 9 時より定員に達するまで

毎月第 1 日曜日
午後 1 時～4 時
☆場

「アイ・あいロビー」にて電話受付します。

所：
「アイ・あいロビー」

☆受講料：無料

桃大生と一緒に、プラ板や人形劇、ボランティアさんの手遊びを。
オアシスでは、かき氷作りを体験したり、魚釣りを楽しんでいただきます。
（協働推進部会）

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 電話：0725-57-0294 FAX：0725-57-3294
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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）

（7 月）

健康のススメ！
とり過ぎていませんか？

盆踊り教室
～江州、河内音頭～

塩分！

日 時：6 月 16 日（土）

日 時：7 月 21 日（土）

午後 1 時 30 分～3 時 30 分

午後 1 時 30 分～3 時 30 分

講

師：和泉市食生活改善推進協議会

講

師：由上 トヨ子 さん

定

員：20 名

定

員：20 名

持ち物：お味噌汁など（塩分測定）

持ち物：タオル・飲み物

申込み：６月５日（火）

申込み：7 月 6 日（金）

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
可愛い仔犬の置物作り

思い出の写真から１枚の自分史を書こう！

講師：桑原 禎子 さん
3 月 24 日（土）参加者 17 名

講師：自分史活用アドバイザー 吉田 惠子 さん
4 月 21 日（土）参加者 9 名

＜講座の様子＞

＜参加者の声＞

講師の桑原さんが「今日作るのはこれです」と実物を見せ
ると参加者から「可愛い」と次々声が上がりました。
みなさん早く作りたいと先生の説明の後、楽しそうにボン
ドをつけ丁寧に作っていきます。耳の長い犬や足の長い犬な
ど、色々な仔犬が出来ました。作品を見ながら感想を聞くと
「可愛いわぁ」
「簡単で楽しかった」
「家でも作りたい」など
嬉しい感想でした。

・
「書き方」
「まとめ方」など基本となることの
確認が出来ました。ありがとうございました。
・
「自分史」を作る上での入門として一枚の写真から、当時の
ことを思い出すこと、楽しかったこと、いろいろと頭がめ
ぐってくる、認知症にもいいかも？
・自分の過去、ルーツにも興味がわいてきました。

「体操しよう・元気に笑って・免疫力アップ！
講師：「元気体操」喜田 浩子 さん
5 月 19 日（土）参加者 16 名
＜参加者の声＞
・大変楽しく参加出来ました。もっと PR しては？始めて
でも笑いがあり楽しく過ごしました。
・体をのばし汗をかき、とてもたのしかったです。先生も
あっさりしているのでよかったです。
・音楽に合わせてリズムに乗って、歌を歌いながら体操出
来たので楽しかったです。色んなストレッチができての
びのびしました。

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

「アイ・あいロビー」からのお知らせ
和泉ボランティア・市民活動フェスタ実行委員会からのお知らせ

「アイ・あいロビー」は開設 20 周年を迎えるにあたって、
今年は、
「和泉市社会福祉協議会設立 50 周年記念大会」
「社会福祉の集い」と合同で記念事業を開催します。
と き：平成 30 年 11 月 17 日（土）
ところ：和泉シティプラザ 弥生の風ホール
午前中は式典と講演会、午後は和泉ボランティア・市民活動フェスタと抽選会を予定しています。

テーマ（仮称） みんながつながる 明るい未来
実行委員会では、登録団体の発表だけでなく、
「アイ・あいロビー」全体で何かできることはないかと検討中です。

【出演者の募集要項】

【20 周年ボランティア表彰制度】

出演時間：午後 12 時 30 分～15 時頃
(1 団体 10 分以内）
募集期間：6 月 11 日（月）～7 月 15 日（日）
募集方法：所定の応募用紙に必要事項を
記入の上、FAX、メール、
または直接「アイ・あいロビー」
まで
応募者多数の場合は、踊り、演奏、マジッ
クなど「分野別の抽選」を行います。
抽選方法など詳細については、抽選日に説
明します。
※ 抽選日 7 月 17 日（火）午後３時 30 分
一人でも多くの方が出演できるよう、ご理
解ご協力よろしくお願いします。

「アイ・あいロビー」では、平成 30 年度より毎年
「ボランティア表彰制度」を設けることになりました。
団体活動、個人活動を問わずボランティア活動を 20 年以上
継続されている方は、ぜひご申請ください。
※今年 4/30 までに登録された方で、申請がまだの方はお急ぎ
ください。締切 6/30 まで

【20 周年記念誌への投稿】
記念誌の一部を寄せ書き形式で、利用者のみなさんからのエピ
ソードを掲載したいと考えています。
・ボランティアして「ありがとう」と感謝されたエピソード
・
「アイ・あいロビー」での出会い・つながりでうれしかった
エピソード
・活動の中の失敗・挫折とそれを乗り越えたエピソード
※ 投稿方法については、
「アイ・あいロビー」までお問い合わせ
ください。

★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す。

平和千羽鶴展への参加にご協力ください。

（車いす・アイマスク・高齢者擬似体験など）

「アイ・あいロビー」では、みなさんの協力により、
第１回から毎年参加しています。ご来館の際には、ぜひ
一羽、願いを込めて折ってください。

日時：6 月 27 日（水） 午後 4 時～5 時
場所：「アイ・あいロビー」
福祉体験学習をしたこと
が無い、指導の方法がよ
くわからない、という教
職者の方、また、ボラン
ティアさんと一緒に生徒
たちに指導をしていただ
くためにも、ぜひ、ご参加ください。

世界平和の願いを込めて

～和泉から広げよう！平和の輪 ～
市内のさまざまな団体から提出された作品は、総合福祉
会館・南部リージョンセンター・北部福祉会館に展示さ
れ、その後は広島、または長崎の平和公園へ献納されま
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 9 月 1 日

点字器、書籍、視聴覚教材、簡易テント、他

7 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
TEL

和泉市いぶき野５－１－７

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

~ 10 ~

