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 32 号】 令和 2 年 3 月 1 日

p.2 特集！
シリーズ 最終回

災害ボランティアと私たち

2019 年度も豪雨や台風による被害は甚大なものでした。シリーズは最終回ですが、
「アイ・あいロビー」は引き続き 2020 年度も災害ボランティアの推進に努めていきます。

p.3 2020 年度 登録更新のご案内
新年度に向けて、活動の準備はお済みですか？
「アイ・あいロビー」登録更新の手続き、ボランティア活動保険への加入
活動紹介誌（追報版）への掲載準備、メルマガ登録の確認など。

つながる
p.4 イベント・講座のご案内
ももやまキッズランド、他 2020 年度の活動予定

p.5 p.6 情報コーナー
ボランティア情報、助成金情報、活動紹介、他

まなべる

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
ボランティア・市民活動交流サロン、アイ・あいロビー教室

つかえる
p.9 「アイ・あいロビー」 この一年
2019 年度の活動報告、ご利用状況など
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応として、
「アイ・あいロビー」でも、府市の方針により、
3/21 までのイベント・研修等を中止または延期することになりました。
ご予定いただいていたみなさま、および関係者の方には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご了承
の程よろしくお願いいたします。

◆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」

シリーズ（最終回）

災害ボランティアと私たち
2019 年度は、
「災害ボランティアに関する事前調査協力のお願い」を含め、4 回にわたって「災害ボランティア」
をシリーズでとり上げてきましたが、いかがでしたでしょうか？ 最終回は、1 年間を振り返ってみました。

災害ボランティアに関する事前調査 報告

災害ボランティア研修会 報告

災害ボランティアは特別なことではない

私たちにできる災害ボランティア

「アイ・あいロビー」では、2018 年の台風 21 号

2018 年の台風を教訓に、災害時の行政、社協、地

を教訓に、災害ボランティアに関する事前調査を実施

域、そして自分の役割を確認し、どうすれば良いかを

しました。和泉市で大災害が発生した時、まずは自分

学ぶワークショップを実施しました。

や家族の安全確保が第一ですが、少し落ち着きを取り

日頃のお付き合い、助け合いが、いざというとき、
みんなの命を守ります！

戻した時、自分に何ができるかみなさんに考えてもら
いました。
「避難所で話し相手くらいなら」から「何でもしま
す！」まで、答えはいろいろありましたが、現在、66
名の方が登録してくれています。

災害ボランティアの現状（2019/11/28 現在）

３か月で 20 万人以上のボランティアさんが
活動
2019 年も大雨、豪雨、台風による被害は甚大なも

災害ボランティア研修 延期

のでした。和泉市からもたくさんのボランティアさん

災害ボランティアセンターシミュレーション

が応援に行きました。

被災者であっても（被災者だから、住民だから）で

「アイ・あいロビー」でも、

きる災害ボランティアの一つ「応援ボランティアと被

和泉ボランティア・市民活動フェ

災者をつなぐ橋渡し」について勉強しようと、2 月 29

スタ」の会場で、令和元年度台風

日にシミュレーションを実施する予定でしたが、新型

災害で被災された方々の支援のた

コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応とし

め義援金募集を行いました。

て、延期することになりました。
日程が決まり次第ご案内しますので、
ぜひご参加ください。

団体のみなさんへ 2020 年度に向けて
災害ボランティア事前調査にご協力ください。
和泉市で大災害が発生した時、個人登録と同様に、
まずは自分や家族の安全確保が第一ですが、少し落
ち着きを取り戻した時、みなさんの技術や資格、モ
ノ、ネットワークなどを生かしてお手伝いできるこ
とはありませんか？
この機会に、メンバーのみなさんと
ぜひ、一緒に考えてみてください。

個人の災害ボランティア登録 も随時受付中！

~2~

一般的な支援活
家屋の片付け、泥出し、がれき撤去、支援物資の
整理、炊き出し、子どもの遊び相手、読み聞かせ、
高齢者の話し相手など
専門的な支援活動
屋根の上の作業、床下作業、電気工事関係
重機等特殊車両操作、運搬・配送、送迎
看護、介護、外国語（日常会話程度）、手話、点字
要約筆記、理美容、保育、ペットの世話
パソコン、事務処理など

いつでも「アイ・あいロビー」まで。

ボランティア活動保険の期間は令和 2 年 3 月 31 日までです。
引き続き活動されるみなさまにつきましては、未加入期間を無く
すため補償期間中に更新の手続きが必要です。

2020 年度
登録・更新のご案内

また、ボランティア・市民活動をされているみなさまの「ア
イ・あいロビー」へのご登録も毎年更新していただくことになっ
ておりますので、あわせての手続きをお願いします。

2020 年 度 に向 けて 活 動 の準 備 はお済 みですか？
「アイ・あいロビー」への登録更新手続き

ボランティア活動保険への加入

🌸 登録時は、時間に余裕をもってお越しください。

🌸 安心して楽しく活動しましょう！

3 月～4 月は、ボランティア保険の更新手続きと重なり、

誰もが安心してボランティア活動へ参加して

窓口が大変混雑いたします。また、登録時は、お時間に余裕

いただけるように、万が一の事故に備えてボラ

をもってお越しください。

ンティア保険に加入していいただくことができ

2019 年度ご登録のみなさまには、郵送で新しい登録用紙
を同封しております。加筆修正のうえ、登録時にご持参くだ

ます。
日本国内において、ボランティア活動中に、
(1)偶然な事故によってケガをした場合の「傷害

さいますようお願いいたします。

保険」と、(2)第三者の身体や財物に損害を与え
た場合の「賠償責任保険」がセットになっていま

活動紹介誌（追報版）への掲載準備

す。
【年間保険料（1 名）
】

🌸 活動紹介、仲間集めのツールとして

A プラン：300 円

2020 年度は新規登録、および前回掲載に間に合わなかった

B プラン：500 円

団体のみ、追報版を発行します。掲載希望の方は、登録時に
所定の用紙にご記入ください。

提出期限は、4/30（木）まで

情報を入手する方法（メルマガの登録）
🌸 ボランティア募集！イベント・研修案内など
1．ＱＲコードを読み取り、メールを作成する。

C プラン：600 円（天災補償あり）

2020 年度の変更点
＜ボランティア活動保険＞
＜ボランティア・市民活動行事保険＞
＜移送中事故傷害保険＞
上記の保険について、保険料・補償額
ともに 2019 年度と同じです。
＜非営利有償活動保険＞

2．
「件名」に、お名前を入力して送信する。

補償額が少しだけ変わります。
詳細はパンフレットをご確認ください。

※ 3 日以内に返信が無ければ、
お手数ですが電話でお問い合わせください。
（☎ 0725-57-0294） aimag@izumi-syakyo.net

会議室・ミーティングルームが無料で利用できます。
ボランティア活動保険加入の際、100 円の補助があります。
その他、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、情報の提供、広報支援など、みなさんが活動しやすい環境作りを行っ
ています。
各種イベント、講座の開催など、出会いの場やお役立ち情報がいっぱい！
きっと新たな仲間との素敵な出会いが生まれるはず！
ぜひ、一度アイ・あいロビーにお越しください。

※詳しくは、登録更新時に、ボランティア・アドバイザーまでお問い合わせください。
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イ ベ ン ト 案 内

桃大生のお姉さん＆お兄さんと一緒に作って遊ぼう！
2020 年（令和 2 年）

5月9日

7月4日
◆ 各土曜日

9 月 12 日

2021 年（令和 3 年）

12 月 12 日

2 月 13 日

3月6日

午前 10 時～12 時

場

所：
「アイ・あいロビー」＆コミュニティカフェ「オアシス」

定

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

❉

盛りだくさんの遊びを計画しています。❉

桃大生と一緒に、プラ板やスライムを作り、またベテランの
ボランティアさんも参加して、昔遊び、人形劇、パネルシアタ
ー、季節の折り紙、カップ積み、魚釣り遊びなど、小さなお子
さまと保護者の方に楽しんでいただける内容を企画していま
す。
「アイ・あいロビー」＆桃山学院大学＆コミュニティカフェ
“オアシス”の協働で子育て世代を応援します。ぜひご参加く
ださいますようお願いいたします。
（協働推進部会）

❉

実行委員会の日程が決まりましたら、またご案内します。❉

８月８日（土）

10 月 31 日（土）

場所：和泉市槇尾山青少年の家

場所：和泉中央エコールいずみ アムゼ広場

かれー

みなさんの交流と活動発表の場
たくさんの参加をお待ちします。

今年も、一緒に、キヤンプしよう
心に残る、楽しい夏の思い出

※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

～４～

FAX：0725-57-3294

情報コーナー ～ボランティア・市民活動～

● 探 してます!! ボランティアさん

投稿記事の紹介

この他にも随時ボランティアを募集しています。 詳しくは
「アイ・あいロビー」までお問い合わせください。
（センター管理・アドバイザー部会）

つる北ぼうさい展を開催報告

自分たちの町は自分で守ろう！
11 月 30 日（土）鶴山台北老人集会所

ボッチャ大会のスタッフの補助
対象者：障がい者
活動日

4 月 12 日（日）午前 9 時～午後 4 時 30 分

場

所

和泉市民体育館

条

件

8 人 男女不問、 駐車場有（2 時間無料）
昼食有（1 日の場合のみ）
、 持ち物

さまざまな防災グッズなどを見たり触ったり、気軽に楽し
みながら地域の住民が防災に触れる機会として「つる北ぼう
さい展」を開催しました。
今回が初めての開催にあたり、果たして来場者が来てくだ
さるだろうか…と気を揉みましたが入れ替わり立ち替わり地
域の方々がたくさん来てくださり盛況になりました。
新聞紙で作る簡易トイレの作り方を覚えたり、防災食の試
食やマジックなど楽しんでいただきながら最後は老若男女一
緒に歌をうたってつながることができました。
マジックと歌はボランティアの方々が来てくださり、盛り
つ上げてくださいました。お世話になったみなさまありがとう
ございました。

上靴

ドライヤーかけ補助
対象者：高齢者
活動日

火・木 のうちどれか午前 10 時 30 分～正午

場

所

高齢者施設（山荘町）

条

件

1 名 男女不問、 昼食有

動きやすい服装で

囲碁、将棋、麻雀の相手
対象者：高齢者
活動日

水・土 午後 1 時 30 分～2 時 30 分

場

所

高齢者施設（高石市）

条

件

1～2 名、 交通費

有り

お花見会 （利用者の介助）
対象者：障がい者

（鶴山台北校区自主防災・減災会）

活動日

４月 4 日（土）午前 10 時～午後 3 時

場

所

障がい者支援施設（伯太町）

まちセミ・IZUMI プレ開催報告

条

件

6～７名

誰でも先生、誰でも生徒、
みんなで一緒に学校ごっこ

男女不問

12 月 14 日（土）

北池田中学校

250 名

聴講型、ワークショップ、体験型、ものづくりなどさまざ
まな形式の 18 講座、延べ 250 名の方が参加してくださいま
した。
「トカイナカ」の和泉市の良さを活かして、まち全体で学
びあう「市民参加型セミナー」
まちセミ・IZUMI は、まちのみんなの力で作られています。
協力してくれたあなた、センセイやボランティアをしてくれ
たあなた、参加してくれたすべての人に感謝しています。
今年 2020 年 11 月 23 日の開催に向けて、2 月から実行委
員会が始動しました。今後もホームページや SNS で随時ご案
内していきます。 http://machisemii.com

長期間のボランティア依頼は、6 か月をめどに
更新の手続きをお願いいたします。
引き続いてのボランティア募集やキャンセル
は、ご来館、または電話にて必ずご連絡くださ
い。
また、依頼内容の変更・見通しなど、気軽に
ボランティア・アドバイザーまでご相談くださ
い。
（センター管理・アドバイザー部会）

※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

FAX：0725-57-3294
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（まちセミ・IZUMI 実行委員会）

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
締め切り

助成対象
事業

第 32 回 NHK 厚生文化事業団
「わかば基金」
2020 年３月 31 日（火）※必着
◇支援金部門
国内のある一定の地域に福祉活動の拠点
を設け、この支援金でより活動を広げた
いというグループ
◇リサイクルパソコン部門
パソコンを利用して地域で活発な福祉活
動に取り組んでおり、台数を増やすこと
で、より高齢者や障害者に役立ち、活動
の充実を図れるグループ
◇支援金部門
1 グループにつき、最高 100 万円
（50 グループほどを予定）

助成金額

◇リサイクルパソコン部門
1 グループにつき、3 台まで
（総数 50 台ほどを支援予定）

問合せ先

NHK 厚生文化事業団「わかば基金」係

ホームページ

https://www.npwo.or.jp/info/16422

（協働推進部会）

⓶ 2020 年度ニッセイ財団高齢社会助成
―共に生きる地域コミュニティづくり―
締め切り

2020 年 5 月 31 日（日）
◇地域福祉チャレンジ活動助成のテーマ

助成対象
事業

助成金額
問合せ先
ホームページ

①福祉施設や福祉・介護・保健・リハビリテー
ション専門職と地域住民の協働によるインフ
ォーマルなサービスづくりへ向けてのチャレ
ンジ活動
②認知症(若年性認知症を含む)の人、家族と地
域住民がともに行う安心、安全に暮らせる地
域づくりへ向けてのチャレンジ活動 (本財団
恒久分野)
③人生の看取りまで含む生活支援*につながる実
践へ向けてのチャレンジ活動 *日常生活支
援、身元保証、死後対応等
④高齢単身者、家族介護者を含めた複合的な生
活課題に対する(家族への)支援につながる実
践へ向けてのチャレンジ活動
⑤高齢者、障がい者、子ども等全世代交流型の
活動・就労の機会提供、社会参加づくりへ向
けてのチャレンジ活動

１団体の助成金額
最大 400 万（１年最大 200 万）
ニッセイ財団 高齢社会助成 事務局
http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp

登録団体（個人）応援プロジェクト
心・身体・脳 を整える

税理士による相談業務

すっきり美脳と美腸

ヨガ

和泉市に事務所を有する NPO 法人を対象に、税理士
による活動予算書・計算書の記載方法についての相
談業務を実施します。

ひとりで抱え込んでいませんか！

日
場
定

日 時： ３月 25 日（水）
４月 22 日（水）
５月 27 日（水）
午後２時～４時
費 用： 無料

時：４月 11 日（土）
午後２時 30 分～３時 30 分
所：アイ・あいロビー
員：10 人

持ち物：動きやすい服装、飲み物
ヨガマット（バスタオルでも可）
受講料：1,000 円
申 込：3 月 30 日（月）から定員に達するまで
「アイ・あいロビー」にて電話受付
主催者：NPO 法人ラフターヨガ認定講師 古賀 京子

★相談時間：１法人 30 分
★予約申込：「アイ・あいロビー」にて電話受付

※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

「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！

昨秋植えた花々が元気に咲

アイ・あいロビー教室

【毎月第 3 土曜日】

いています。暖かいので、雑草
もチラホラ。少し草取りをしよ
うと思いましたが、花植え・花
守り隊の作業も当面の間、中止
することになりました。
暖かい春になりましたら、ま
た、ご連絡します。
来年度も、ぜひ、
ご登録よろしくお

元 気 体 操
人生１００年 自分の足でいつまでも歩こう！
認知症予防！ 免疫力ＵＰ！ みんなで楽しく体操しましょう。
時：４月１８日（土）
午後 1 時 30 分～3 時 30 分
講 師：喜田 浩子 さん
定 員：20 名
持ち物：お茶 タオル 軽装
申込み：４月 6 日（月）
日

願いいたします。

元気になる
バルーンアート教室

（花植え･花守り隊）

日 時：５月 1６日（土）
午後 1 時 30 分～3 時 30 分
講 師：西口 榮治 さん
定 員：20 名
持ち物：飲み物
申込み：５月 6 日（水）
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

４月 16 日（木） 午後１時 30 分～3 時 30 分
５月 13 日（水） 午後６時 30 分～８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

～気軽に集まり 気軽におしゃべり～

場 所：「アイ・あいロビー」
受講料：無料

午後 1 時～4 時

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。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応として、
「アイ・あいロビー」でも、府市の方針により、
3/20 までのイベント・研修等を中止または延期することになりました。
ご予定いただいていたみなさま、および関係者の方には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご了承
の程よろしくお願いいたします。
なお、その他の事業につきましては、通常通り実施する予定ですが、情勢により中止する場合があります。
風邪やインフルエンザが多い時期であることを踏まえて、咳エチケットや手洗い等、通常の感染予防対策を
お願いします。

※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 活動報告
第 16 回 ボランティア・市民活動交流サロン

2 月 22 日に予定しておりまし

2 月 18 日（火）参加者 62 人 スタッフ 12 人

たボランティア・市民活動ステ

【交流サロンに参加して】

ップアップ講座「海外協力隊体

＊グループとしては 2～３回参加させていただいた
ことがあるのですが、私個人としては初めて参加
させてもらいました。他の団体さんの素晴らしい
演目を拝見して楽しかったです。

験談～あこがれのフィジーに
暮らして～」は、新型コロナウ

＊ハラ腹さんの夫婦コント、日常ネタで「ある・ある」
おもしろかった！

イルス感染症の拡大防止に向
けた対応として、中止いたしま
した。

＊ボランティア団体同士のこのような交流会は素晴
らしいと思います。

ご予定いただいていたみなさま、および関

＊初めて交流サロンに参加させていただきありがとうございました。みなさ
んの楽しい交流を目の当たりに、気持ちが明るくなり、素敵な時間を過ごさ
せていただきました。これからの老人会にいかせられればと思います。

係者の方には大変ご迷惑をおかけいたし
ますが、ご理解・ご了承の程よろしくお願
いいたします。

（交流促進・ネットワーク部会）

★アイ・あいロビー教室

開催報告★

●楽しいクリスマスラッピング

●歌声サロン

12 月 21 日（土） 参加者 20 名
講師：木村 冬茂子 さん

1 月 18 日（土） 参加者 24 名
講師：いずみヒューマンネット

綺麗な紙やリボンを使ってクリスマスラッピングを作りま
した。当日の様子は、J:COM ニュースにも放送され好評で
した。

《大きな声で歌って寒さをふっとばせ》を合言葉に、
100 曲の歌詞カードか
ら次から次へとリクエ
スト曲を選ばれ、分か
らない所も勢いで歌い
こなし、あーっという
間の２時間でした。

・ステキなラッピングが
できました。手の指が
しびれているのでリハ
ビリのために来ました。
・可愛いものができて
よかったです。

●笑いヨガ

笑いを取り入れた健康体操 心も体も 元気になろう！

２月 15 日（土） 参加者 32 名
講師：岡本 笑美子さん
・何回も体の内側から熱くなって汗をかきました（笑）
・地元のいきいきサロンで皆さんにも体験していただきたい
くらい楽しかったです。
・参加できて楽しかったです。また家でも続けたいです。
・気持ちがすっきり大変楽しくてよかった。アイ・あいロビ
ーでも、笑いヨガクラブがあったら、参加したい！
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（2019 年度）「アイ・あいロビー」この一年
２019 年度の活動状況や施設の利用状況をご紹介します。今年度は 5 月より新元号が令和となり新時代に対応し
た市民活動が芽生えた一年でした。これからも「ボランティアでつなぐ明るい未来の実現」を目指してみなさんが
活動しやすい環境つくりを行って参ります。 （「アイ・あいロビー」運営委員会）

月

イベント

年間

ももやまキッズランド（5,7,10,12,2,3 月）（協）

6月

平和千羽鶴展へ出展

月

夏休み親子ふれあい日帰りキャンプ

8月

槇尾山青少年の家で開催（実）

11 月

交流会等

年間

市民ラウンドテーブル（おしゃべりカフェ）10 回

7月
2月

ボランティア・市民活動交流サロン

和泉ボランティア・市民活動フェスタ 2019（実）

月
月

講 座 ・研 修

年間
7月

年間

広 報 活 動 ・その他
情報紙「アイ・あいロビーニュース」年4 回発行（情）

普通救命講習会（毎月第１日曜日に開催）

ホームページおよびＳＮＳによる広報（情）

第 1 回災害ボランティア講座

広報紙「社協いずみ」に年5 回行事案内を掲載

基礎編として簡単ワークショップと交流会

広報紙「広報いずみ」に毎月行事案内を掲載

8月

夏休み親子福祉体験講座（セ）

小学校福祉体験学習(10 校) （セ）
「お助け隊」活動（チラシ作成・パソコン関係）

9月

ボランティア・市民活動入門講座
「無理せずできるボランティア」（啓）

「花植え・花守り隊」活動

バルーンアート・笑顔便（応援）

6月

シニアもスマホを使いこなそう！（応援）
ＮＰＯ市民活動応援講座
キャッチコピーの作り方（協働）

10 月
11 月

7～9 月

家事・家計講習会（応援）
ボランティア・市民活動ステップアップ講座
海外協力隊体験談（啓）（中止）
第 2 回災害ボランティア講座 （延期）
災害ボランティアセンターのシミュレーション
課外研修会

2月

💛 相談件数

255 件

令和２年 2 月 29 日現在

「アイ・あいロビー」
利用状況

会議室、機材等利用件数
来館者数

8,655

会議室等利用件数

982

ボランティア・市民活動登録数

印刷機材等利用件数

385

個人ボランティア

備品等利用件数

74

ボランティアグループ

無線 LAN 利用申請件数

40

市民活動団体

夏休みボランティア体験プログラム（府社協共催）

10 月

赤い羽根共同募金活動（市社協共催）

11 月

「ちょいず」支援希望団体受付相談（セ）

月

「ひと・まち交流館 京都」見学（延期）（セ）

ボランティア・市民活動紹介冊子発行（情）

アイ・あいロビー教 室

4月

簡単で可愛いロープ人形（啓）

5月

切り絵にチャレンジ（交）

6月

コップを使って脳トレ（協）

7月

盆踊り教室（セ）

9月

子どもぼうさい教室（情）

11 月

ミニトートバッグ作り（交）

12 月

楽しいクリスマスラッピング（啓）

1月

歌声サロン（協）

2月

笑いヨガ（セ）

3月

ボランティアの SNS 活用教室（情）（中止）

（セ）センター管理・アドバイザー部会企画
（協）協働推進部会企画
（啓）啓発・学習提供部会企画
（交）交流促進・ネットワーク部会企画
（情）情報収集・提供部会企画
（実）実行委員会
（応援）登録団体（個人）応援プロジェクト

95
113
41

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応として、2/21~3/21 に予定していたイベント・研修等を
中止または延期しました。
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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 6 月 1 日
４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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