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p.2 特集！

新しい応援のカタチ～離れていてもできるボランティア～
あなたの思いをカタチに！ 寄付の新しいカタチをご紹介
誰のために、何のために送るのか自分で選ぶことが大切です

p.3 シリーズ 災害ボランティアと私たち
災害ボランティアの現状と 2 月 29 日開催の災害ボランティア研修
「災害ボランティアセンターシミュレーション」のご案内

つながる

p.4 イベント・講座のご案内

あつまる

ボランティア・ステップアップ講座、ボランティア・市民活動交流サロン、
ももやまキッズランド

p.5 p.6 情報コーナー
ボランティア情報、助成金情報、
「ちょいず」関連記事、
小学校福祉体験報告、投稿記事、他

まなべる

令和2 年もイベント満載
来年もよろしく
お願いします ！

p.7「アイ・あいロビー」定期開催のご案内
アイ・あいロビー教室、普通救命講習会、
おしゃべりカフェ、花植え・花守り隊

p.8 イベント・講座の開催報告
p.9 イベント開催報告

ボランティア・市民活動入門講座、NPO・市民活動支援講座
アイ・あいロビー教室開催報告

和泉ボランティア・市民活動フェスタ 2019

★年末年始休館日のお知らせ
「アイ・あいロビー」は 12 月 29 日（日）～1 月 3 日（金）まで休館いたします。
◆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」

～ 離れていてもできるボランティア ～
昨年の地震、豪雨水害、台風に続き、今年も北海道から沖縄まで、日本各地で地震、火災、
台風などで大きな被害を受けた人たちがたくさんいます。

カ

い

そんな人たちのために、何か自分にもできることはないかと考えた時、離れていてもでき
ることの一つに「寄付」があります。
「寄付」と、ひとことで言っても、ただ、漠然とお金を
送るのではなく、誰のために、 何のために 送るのかを 自分で選ぶ ことが大切です。
（情報収集・提供部会）

『キモチと。』ブックオフの気持ちクラウドファンディング
https://www.bookoffonline.co.jp/files/sellfund/

支援のしくみ

モノをキモチにかえる新し
い応援のカタチ。
読み終わった本・使わなく
なったモノを使ってあなたが
大好きな何かを応援できま
す。
（書籍・ＣＤ・ＤＶＤ・ゲーム
ソフト・おもちゃ・カメラ・ス
マホ・パソコン・ブランドバッ

1.プログラムを選ぶ

2.モノを送る

3.応援先へ提供

・応援したいプログラム
を選び、申し込みます

・指定の集荷日時までに送
るモノを箱詰めします

・品物を査定し、査定相
当額を応援先へ寄付し
ます

・配送ドライバーが送料無
料で集荷

ク・宝飾品など）

ふるさと納税（ふるなび災害支援）

🔍 クラウドファンディングとは、

https://furunavi.jp/c /disaster_support
「ふるなび災害支援」とは、国内で災害発生時に被
災自治体や代理受付自治体が、「ふるさと納税」の制
度を利用して復興のための資金を募るサイトです。
災害発生時に本当に支援を必要としている自治体
に速やかに思いを届けることができます。

インターネットのサイトでやりたいこと
を発表し、賛同してくれた人から広く資金
を集める仕組みです。
寄付型・投資型・融資型・購入型に分類さ
れますが、特に購入型は、プレーヤー（参加
者）にとって「完成した商品を先行して購入

※確定申告またはワン
ストップ特例制度を利
用することで、所得税・
住民税の控除の対象と
なります。

できる」
「映画にあなたの名前が刻まれる」
「あなただけの演奏会」「映画に出演でき
る」など多岐に及び、ほかにはない、特別な
魅力があります。

買い物（被災地の商品を買って応援）
https://yellmarket.yahoo.co.jp/speciallist/
feature0311/2019/
年末年始のごあいさつに。
同じ買うなら、ぜひ復興支援に協力してみませんか。
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クレジットカードの番号など個人
情報の管理には注意しましょう。

シリーズ

災害ボランティアと私たち
昨年の台風を教訓に、今年度はシリーズとして「災害ボランティア」をとり上げることにしました。

災害ボランティアの現状
今秋、３か月で 20 万人以上のボランティアさんが活動
災害支援ボランティアバス運行

全社協被災地支援・災害ボランティア情報

11/19（火）～11/21（木）

https://www.saigaivc.com/

大阪府社協、大阪市社協、堺市社協が合同

8 月 27 日からの大雨（佐賀県、福岡県）、岡山県

で長野市へ被災地支援バスを運行しました。

新見市豪雨災害、台風 15・19 号、10 月 25 日から

りんご農園や家の床下の泥だし、神社の泥

の大雨（1 都 13 県）に伴うボランティア活動者数は、

を土嚢に詰めるなどの活動を行いました。

延べ 20 万人以上（11/28 現在）。
（ＮＰＯによる活動や、自治会・地縁組織など地域住
民同士の支え合いによる活動を除く）
宮城県丸森町、福島県いわき市、長野県長野市をは
じめ、7 県（18 市町村）の災害ボランティアセンタ
ーが活動中です。

正しく知る ちゃんと伝える

和泉市からもボランティアさんが参加

災害ボランティア研修 第 2 弾！

★ご協力
ありがとう！
￥24,920-

災害ボランティアセンター
シミュレーション

先月開催された

日

時：２月 29 日（土）
午後１時 30 分～午後４時
場 所：和泉シティプラザ 3F 学習室 4
定 員：40 名
申込み：２月７日（金）から
定員に達するまで電話受付

「和泉ボランティア・
市民活動フェスタ」の
会場では、令和元年度台風災害で被災された
方々の支援のため義援金募集を行いました。
みなさんからお預かりしたお金は、共同募金

避難所や在宅避難で困っている人に情報を伝えるこ
とができるのは、地域のみなさんです。
応援ボランティアと被災者をつなぐ橋渡しをしてい
ただくために「災害ボランティアセンター」がどんなと
ころなのかを知ってください。

会から被災都道府県行政の設置する義援金配分
委員会を通し、被災者のみなさまにお見舞金と
してお渡しいたします。

★義援金と支援金の違い

被災者役とボランティア役に分かれて、ボランティ
アの受付やニーズ（依頼）を聞き取る体験をします。

ちゃんと理解して、ちゃんと支えよう。
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。

イベント・講座案内
ボランティア・市民活動ステップアップ講座

海外協力隊体験

日 時：２月 22 日（土）
午後 1 時 30 分～3 時 30 分
場 所：
「アイ・あいロビー」
定 員：30 名
参加費：無料
申込み：2 月５日（水）午前 9 時から
定員に達するまで電話受付
青年海外協力隊（JICA）20～39 歳の若者が、2 年間世
界各地の開発途上国で暮らし、農業・教育・技術等の専門
性を生かしてボランティア貢献する制度です。
田村さんは、青年海外協力隊員に志願し、南太平洋の島
フィジーで、有意義な 2 年間を過ごされました。
今回は、体験談をお話していただきます。気候は年間を
通して 25 度前後と常夏。特に 5～10 月は雨の少ないベ
ストシーズン！時差は、たったの 3 時間！

【講師】

田村 美希 さん

青年海外協力隊 フィジー村落開発普及員
（啓発学習・提供部会）

桃大生のお姉さん＆お兄さんと遊ぼう！

日 時：２月 18 日（火）
午後１時 30 分～３時 30 分

日

場 所：「アイ・あいロビー」
参加費：無料
申込み：１月 15 日（水）から
定員に達するまで電話受付

時：２月

1 日（土）

午前 10 時～12 時 30 分

内

容：スライム作り、人形劇、かんたんな工作、
魚つり、たこ焼き、他

「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。どなたでも参加できます。
参加ご希望の方は「アイ・あいロビー」までご連絡く
ださい。

申込み：１月７日（火）から電話受付
日

時：３月７日（土）
午前 10 時～12 時 30 分

内

容：プラ板作り、人形劇、魚つり
コップを使った遊び、ベビーカステラ、他

申込み：2 月 10 日（月）から電話受付
場
定

所：「アイ・あいロビー」＆
コミュニティカフェ「オアシス」
員：親子 20 組 3 歳から小学 2 年生
（保護者同伴）

参加費：親子１組
300 円

（交流促進・ネットワーク部会）

盛りだくさんの遊びを計画しています。
（協働推進部会）

※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～

投稿記事の紹介
保育・見守り（演奏練習中の団員の子どもたち）

「アイ・あいロビー」登録団体応援プロジェクト

対象者: 1 歳半以上～7 歳
活動日

１月 19 日（日）午後 1 時 30 分～4 時 30 分

家事家計講習会を開催しました
～暮らしと家計の講習会～

場

和泉シティプラザ 保育ルーム

11 月 12 日（火）参加者 20 人（保育 3 名）

所

条件等

２～３名（男女不問）

交通費 1 人 1,000 円

会場内には 5 か月の赤ちゃん連れの方や、遠方から自
転車で来られた方もおられ若い方が多く盛況でした。

買い物の代行（お米・ペットボトルの水等）
対象者: 障がい者
活動日

要相談（ボランティアさんの都合に合わせる）

場

スーパー（池田下町）⇔ 依頼者の自宅

所

条件等

１名（男女不問）

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

内容は、防災ミニ情報・一緒に考えてみようプラス

方は必ず「アイ・あいロビー」までお問い合わせください。

チックのこと・家計簿をつけてみませんか？・バラン

依頼先への直接連絡はご遠慮ください！

スの良い食事など。

（センター管理・アドバイザー部会）

終了後

目安の量の展示を見たり、防災持ち出し袋

の中身を触って確認したり、家計簿を手に取ってご覧
になったりしていました。「羽仁もと子案家計簿練習
帳」を持って帰っていただきました。

12 月 1 日～12 月 31 日

暮らしを見直すヒントになりましたら幸いです。

「歳末たすけあい」は、
NHK、
中央共同募金会（歳末たすけあい）
、
日本赤十字社（海外たすけあい）
、
NHK 厚生文化事業団の共催で行っています。

（大阪友の会泉北方面）

投稿記事の募集！
みなさんのグループを、自分たちの活動を
PR しませんか！

集まった寄付金は、共同募金会を通じて、
国内の福祉施設や支援を必要とする方々の
ために役立てられます。

「活動紹介」
「イベント情報」「スタッフ募集」な
ど、ボランティアや市民活動に関することなら何で
も気軽にお問い合わせください。
（情報収集・提供部会）

ご協力よろしくお願いいたします！

★ 小学校福祉体験 ★

6 月 27 日（木）社協年輪大学院 受講者 33 名
8 月 20 日（火）夏休み親子福祉体験講座 ６家族 14 名
8 月 29 日（木) 福祉体験学習指導者研修 ５校 12 名
10 月 10 日（木）信太小学校 ４年生 81 名
10 月 17 日（木）光明台北小学校 ４年生 115 名
10 月 23 日（水）緑ケ丘小学校 ４年生 126 名

本年度より、「福祉体験グループ」が
新体制で発足し、依頼者と相談
しながら、車いす・高齢者擬似
体験・アイマスク等が実施でき
ました。
【参加者感想】

・アイマスクの、目が見えないこと、一番大変で、こわかった。
・車いすで、乗る人、押す人の役が大変でした。
・高齢者擬似体験でゴーグルを付けた時、視野が狭く不安になった。
・ユニバーサルデザインがあるのを初めて知りました。
（福祉体験グループ）

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。

① 第 1 回 パイロットクラブ・チャレンジ
助成金
締め切り

令和 2 年 1 月 31 日（金）※必着

③ 赤い羽根福祉基金 マニュライフ生 命
子どもの療養環境向上サポート助成
締め切り

12 月 20 日（金）

助成対象
事業

“病気や障がいのある子どもたちの療
養環境向上”に係る以下のテーマに沿
った事業
①病院内に療養中の子どもたちのプ
レイルームを設置または運営する
②地域に病気や障がいのある子ども
たちの遊び場・居場所を設置また
は運営する
③子どもたちのホスピスを設置また
は運営する
④子どもの療養環境向上のためのお
もちゃや本など備品を整備する
⑤子どもの療養環境向上のための調
査・研究
⑥その他、子どもの療養環境向上の
ために必要と認められる

パイロットインターナショナル日本ディ
ストリクト（日本地区）は、地域社会に
前向きの変化をもたらすことを使命とし
て、脳関連障がい者への支援に焦点をあ
てて活動している奉仕団体です。

助成対象
事業

その使命に共鳴する活動にチャレンジし
ている方々の活動を支援する助成金事業
を行います。
共生社会を目指して、福祉向上に関わる
活動実績が 3 年以上のボランティア団
体が対象。

助成金額

助成総額：60 万円
（１団体あたりの上限 30 万円）
対象事業の 75％まで
助成件数：2～4 件

問合せ先

（一財） 冠婚葬祭文化振興財団
社会貢献基金助成 運営事務局

ホームページ

https://www.pijd1951.org/

（協働推進部会）

助成金額

年間助成額の上限：1,000 万円
社会福祉法人中央共同募金会
問合せ先
基金事業部
https://www.akaihane.or.jp/csr/manuli
ホームページ
fe-kodomo/

② 2019(令 和 元 )年 度 （ 第 26 回 ）
「連合・愛のカンパ」助成金
締め切り

助成対象
事業

助成金額
問合せ先
問合せ先

12 月 15 日（日）（必着・郵送に限る）

「届出期間」2 月 1 日（土）～2 月 29 日（土）

新たに始める、地域における「ふれあ
い・助け合い活動」
2018 年 11 月 1 日以降に新たに立ち上
がった団体、または既存の団体であって
も、従来の活動に加えて新たに開始した
事業。
上限 15 万円まで
（19 団体を目途に助成）
公益財団法人さわやか福祉財団
（立ち上げ支援プロジェクト）
https://www.sawayakazaidan.or.jp/

「アイ・あいロビー」にも
届出箱を置きます。

あなたの１票が市民活動を支えます
「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。

「ちょいずフェスティバル」開催
日 時：2 月 9 日（日）午後 1 時～3 時
場 所：和泉中央 エコールいずみ アムゼ広場
※ちょいず応募団体の舞台発表や
ワークショップなどを予定しています。
お楽しみに！

※ちょいずに関するお問い合わせ
和泉市公民協働推進室 TEL 0725-99-8103
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「アイ・あいロビー」定期開催のご案内
花植え・
花守り隊より

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、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！

11 月 19 日（火）9 時から

アイ・あいロビー教室

春の花を植え付けました。
総勢 20 人、澤田さんのレ
イアウトに基づいて、パンジ

～楽しい♪

ラッピング教室
クリスマスラッピング～

え付けました。冬を越えて、

時：12 月２１日（土）
午後１時 30 分～3 時 30 分
講 師：木村 冬茂子 さん
定 員：20 名

春には可愛い花を咲かせる

費

ー・ビオラ ストック ハボ
タンなど 約 1,200 株を植

ことでしょう。
場所は、和泉中央駅前バス

日

用：300 円、はさみ、カッターナイフ
両面テープ

申込み：12 月 6 日（金）

停側花壇です。
（花植え･花守り隊）

【毎月第 3 土曜日】

歌声サロン
～大声で歌って寒さを吹き飛ばそう！～
日 時：1 月１８日（土）
午後 1 時 30 分～3 時 30 分
講 師：いずみヒューマンネット
定 員：30 名
持ち物：飲み物
申込み：1 月 6 日（月）

笑いヨガ
～笑いを取り入れた 健康体操で
心も体も 元気になろう！～
時：2 月 1５日（土）
午後 1 時 30 分～3 時 30 分
講 師：岡本 笑美子 さん
定 員：20 名
持ち物：飲み物
申込み：2 月 6 日（木）
日

和泉中央駅花壇
アドプトロード
「ふれあいのみち アイ・あい」

各申込み日の午前 9 時から定員に達するまで電話受付

おしゃべりカフェ

普通救命講習会

12 月 19 日（木） 午後 1 時 30 分～3 時 30 分
1 月 8 日（水） 午後 6 時 30 分～8 時 30 分
2 月 20 日（木） 午後 1 時 30 分～3 時 30 分
途中参加、途中退席、出入り自由

開催日時：毎月第 1 日曜日
午後 1 時～4 時

1 月はお休みです
場 所：「アイ・あいロビー」
受講料：無料

～気軽に集まり 気軽におしゃべり～
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」
★コーディネーターとして
近畿大学総合社会学部 久 隆浩 教授が参加されます。

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 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

各種イベント・講座 開催報告
◎ボランティア・市民活動入門講座

◎ＮＰＯ市民活動支援講座

無理せずできるボランティア

キャッチコピーの作り方

9 月 18 日（水） 参加者：30 名
講師：宝閣 善信 さん 津田 慶子 さん
赤松 久子 さん 吉名 利美 さん

10 月 14 日（月・祝） 参加者：27 人
講師：坂本 恵利子 さん

☑
☑
☑

・タイトルによって、人に与える影響が
違ってくることが分かりました。
・自分にタイトルをつけるワークは面白かったです。
名刺に入れるキャッチコピーに使いたいと思います。
・言葉を編み出す、つむぐという事の難しさと面白さを
感じました。大変興味深い講座でした。
・
「ココロ トリコ イズミ」も和泉市のキャッチコピー
ですね。

・退職後の生き方・チャレンジする意義・人との出会
いと広がり、やる気と勇気があれば活き活きと生活
できることに気づきました。
・講師の方々の元気、気力、行動力に感動しました。
・今後はボランティア活動未経験の方たちへの呼び
かけについて、検討を重ねていきたいと思います。

（協働推進部会）

（啓発・学習提供部会）

★アイ・あいロビー教室
☆デコパージュでお花の
ミニトートバッグ作り

開催報告★

☆子どもぼうさい教室
ゲームやかるたで
楽しく遊んで学びましょう

自分のバッグをお花で飾ろう！
10 月 19 日（土）参加者：22 名
講師：西尾 文子 さん

9 月 21 日（土）参加者：15 名
講師：和泉防災ネットワーク
・かるたやカードゲームを通して子どもにもわかり
やすく、大人にも適切なアドバイスを教えていただ
きありがとうございました。
・防災ダックカードを使って自宅でも練習したいと
思います。

・ご親切な優しい先生で、居心地良くありがとうございまし
た。またの企画を待っています。
・知り合いが自分で作ったデコパージュの袋をもっていて、
私も作ってみたいと常々思っていましたので広報で見て、
早速申し込みました。
・北欧風のバッグが出来てうれしい。長い時間最後まであり
がとうございました。

・防災かるたは
子どもたちが
白熱してハラ
ハラしましたが、
とても楽しかっ
たです。
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イ ベ ン ト 開 催 報 告

平和、和泉の和
会話、対話の話
オリンピックの輪
たくさんのご来場
ありがとうございました。

表 彰 式

ボランティア歴 20 年
おつかれさまでした！

令和元年度台風災害
被災者義援金募金

\24,920ありがとうございました。

（関連ページ P3)
はいポーズ！
抽選会
お米あたったよ！
スタンプラリー
がんばって
良かったね。

防災コーナー

車いすコーナー

パネル展示

ワークショップ

スタッフのみなさん おつかれさまでした！
（ボランティア・市民活動フェスタ実行委員会）
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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大歓

テレビ、ビデオデッキ、マイクセット、他

迎です。

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
車いす、高齢者擬似体験セット、アイマスク、

【投稿方法】

点字器、書籍、視聴覚教材、他

次回発行：2020 年３月 1 日
１月 16 日（木）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
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