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 34 号】 令和 2 年 9 月 15 日
（諸般の事情により発行が遅延しましたこをお詫び申し上げます。
）

p.2 特集！
～ 新しいカタチのボランティア

～

2020／７～８月実施
新型コロナウイルスの感染拡大による影響に関するアンケート結果

つながる

p.3 和泉ボランティア・市民活動フェスタ 2020

オンライン相談始めます！
感染症対策からオンライン会議
の方法まで、活動再開に向けての
相談を始めます。

今年のフェスタは 3 密に配慮して「映像版」を作成する
ことになりました。ホームページをお楽しみに！

あつまる
p.4 イベント案内

ミニ交流サロン まちセミ・IZUMI 2020 登録団体応援プロジェクト

まなべる

p.5p.6 「アイ・あいロビー」定期開催のご案内
イベント・講座の開催報告
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・花守り隊ボランティア

つかえる
p.7 各種情報
助成金・募金・義援金・支援金情報
◆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！

ボランティア・市民活動再開に向けて

地域活動を絶やさないために．．
．新しいカタチのボランティア
新型コロナウイルスの感染拡大による影響に関する
アンケート結果 実施期間：2020/7/29～8/15 回答数 43 件（団体 34、個人 9）
緊急事態宣言が解除されて約 2 か月が過ぎましたが、貸室の利用率やチラシ配架の数が、あまり増えていないよ
うに思われます。みなさんの近況をお聞かせいただき、
「アイ・あいロビー」として支援のできることがあれば、積
極的に取組んでいきたいと考え、実施いたしました。

Q1.緊急事態宣言解除後における活動の状
況を教えてください

Q2.もし活動の依頼があったら受けていた
だけますか？
従来通り

その他

完全再開
感染の心配がなくなる
まで休みたい

自粛中
数を減らして
再開

3 密に配慮
して受ける

活動再開（7+7）14
練習打ち合わせのみ 11

練習・
打ち合わせ

依頼を受ける（3+16）19
受けない（10+11）21

自粛中 16

Q3.活動を再開されていない（または減らし
ている）理由は何ですか？（複数選択可）

しばらく休みたい

Q4. 今年の「ボランティア・市民活動フェ
スタ」では、試写会のようなもの（事前に動
画を撮影する、Zoom 等を利用して中継す
るなど）検討しています

その他

参加したい

その他

特にない

参加したい
（8+15+3）26

現状に不安

不参加 9

感染が心配
家族への配慮

手伝 って も
らえ るな ら
参加したい

不参加
対策費用が負担
個人参加

Q5.不安に思っていること、困っていることがありましたら、自由にご記入ください
（一部抜粋）
・メンバーが高齢の人や持病を持っている人がいる。コロナ感染の不安が多くあり、活動再開しても手探りの状態。
・活動できる場所がなくなることが心配。
・現状ではいつ復活できるか見通しが立たず、その間にこのままボランティアの需要が無くなってしまうのではないかと心配。
・みなさんがどのような対策をしているのか教えてほしい。
・Zoom が使えても、どのように活動に生かせば良いのかわからない。
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和泉ボランティア・市民活動フェスタ 2020
試写会開催日：11 月 15 日（日）

以前ご案内しましたフェスタの開催は、新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、中止することになりました。
そこで、今年は３密に配慮し、また新しいこれからのボランティアの
カタチを模索したうえで、
「映像版」を作成することにしました。
参加申し込みをされた方には、当日、試写会へ
ご招待させていただきます。時間や詳細については、
別途ご連絡しますので、もうしばらくお待ちくださ
い。
今回申し込みをされなかった方も、今後は「活動
紹介誌」の動画版を作成していく予定ですので、動
画や写真のデータをご提供いただければ、随時ホー
ムページにアップしていきます。
動画の撮影や編集方法がわからないという方は、
「アイ・あいロビー」までご相談ください。

映像版とは….
みなさまの活動紹介を動画や写真集にまとめて、イン
ターネット上で放映いたします。
「アイ・あいロビー」のホームページから、いつでも
自宅やスマートフォンで見ることができます。

しばらくの間は、人が集まり、顔を合わせて交流す
ることが難しい生活が続きそうですが、今まで培っ
てきたみなさんの活動やつながりを絶やさないため
に、今、できることを「アイ・あいロビー」も応援し
ていきます。

ボランティア募集！
ビデオの撮影や編集をお手伝いして
くれる人募集中！

（和泉ボランティア・市民活動フェスタ実行委員会）

「アイ・あいロビー」も応援します！
活動再開に向けての「オンライン相談」始めます （来館での相談も受付中）

毎週木曜日
（午前 10 時～午後 4 時）
1 件 40 分程度
要予約（事前にご連絡ください）

Zoom の使い方に関する相
談も受け付けます。
初めての方も、気軽にご相談
ください。

感染症対策からオンライン会議の方法まで。
コロナ禍におけるこれからのボランティア活動に
関することなら、なんでも気軽にご相談ください。
申し込み先「アイ・あいロビー」

活動再開に向けての留意点
やチェックリストをご用意
しています。

電 話 0725-57-0294
メール aiailobby@izumi-syakyo.net
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イ ベ ン ト 案 内

ミニ交流 サロン 2020

満員御礼

日時：9 月 15 日（火） 午後 1 時 30 分～3 時
場所：「アイ・あいロビー」会議室
毎年大好評の交流サロンが中止となりましたので、
新規登録のみなさまの活動紹介と顔合わせの場と
して、ミニ交流サロンを開催いたします。

（参加対象者）新規登録グループ・個人ボランティアさん、いきいきサロン・
老人クラブ・施設のボランティア担当（各 1～2 名）
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため人数にご協力ください。
※参加ご希望の方は、
「アイ・あいロビー」まで電話でお申し込みください。（交流促進・ネットワーク部会）

with コロナ ～ 新しい挑戦 ～

アイ・あいロビー登録団体応援プロジェクト

2020
日 時：11 月 23 日（祝・月）

日 時：11 月 19 日（木）

時
場

時 間：午前 10 時～11 時
場 所：
「アイ・あいロビー」会議室
定 員：10 名
申込み：11 月 5 日（木）午前 9 時から
定員に達するまで

間：午前 10 時～午後 5 時
所：和泉シティプラザ

たとえ学び舎は無くとも
学ぶ心と仲間がいれば
そこが学校！

◎「へちま」で、プラスチックフリー
◎ 食事で元気
◎ スマホで家計簿

今年度は、新型コロナウイルス感染拡大が懸念されるた
め、遠隔授業と同時進行で検討中！
カタチは違っても、
「伝えたい・学びたい・支えたい」思
いは一緒。1 日だけのわくわく・ドキドキ「学校ごっこ」
今年も開校します。

センセイ募集！ ボランティア募集！
※詳しくは実行委員会事務局までお問い合わせください。

主催：大阪友の会泉北方面

TEL：080-5701-5492（担当：新田 良子）
Mail：machisemii@gmail.com

雑誌「婦人之友」
「明日の友」「かぞくのじかん」の

（まちセミ・IZUMI 実行委員会）

読者の集まりです。

※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

「アイ・あいロビー」定期開催のご案内
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！

アイ・あいロビー教室
９月

10 月

元 気 体 操

人生 100 年自分の足でいつまでも歩こう！

布でマスクを作って見よう！

自分で作ったマスクでコロナをシャットアウト！

認知症予防！ 免疫力 UP! コロナに負けない！

日

【毎月第３土曜日】

（ひと針ひと針楽しみながら作りましょう！）

時：９月 19 日（土）

日 時：10 月 17 日（土）

午後１時 30 分～3 時 30 分

午後１時 30 分～３時 30 分

講

師：喜田 浩子 さん

講 師：川辺 邦子 さん、後藤 信子 さん

定

員：12 名

定 員：12 名

持ち物：飲み物、 タオル

持ち物：糸切はさみ・針・ミシン糸（白）

申込み：9 月 6 日（日）

材料費：100 円
申込み：10 月６日（火）
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

花植え・花守り隊からのお知らせ

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、年内の

5 月に植えた夏の花々、長い梅雨の中、活き活き

おしゃべりカフェは、お休みいたします。

と咲き続けてきました。 そろそろ夏花壇は終了。

現在、オンラインカフェ（zoom ミーティング）を

9 月 29 日（予定）に、花壇の整理を行います。

検討しておりますので、

10 月には春の花を植え付けます。

詳細が決まり次第

状況にもよりますが、みなさんにお呼びかけしま

ご連絡いたします。

すので、ご協力よろしくお願いいたします。
※6 月の草抜きは雨のため中止しました。
（花植え・花守り隊）

普通救命講習会
開催日時：毎月第 1 日曜日
午後 1 時～4 時
場 所：
「アイ・あいロビー」
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。

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」

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

活動報告・お知らせ
★アイ・あいロビー教室 開催報告★
「アイ・あいロビー」に
登録すると、無線 LAN による
インターネット接続サービスが
利用できます！

Web 会議でボランティア
７月 18 日（土） 参加者 14 名
講師 情報クラブ “いいね”
「Zoom ミーティング」を通して、
オンライン会議とは何かの説明のあと、
皆さんのパソコンやスマートフォンか
ら参加して、使い方を練習しました。

説明中は真剣です

全員そろって

コンニチハー！

（参加者の感想）
〇 思っていたより簡単だった。
〇 笑いも交えて楽しい時間を過ごせました。
〇 仕事に使うものだと思っていたが、これなら
ボランティアの打ち合わせに使える。
〇 さっそくグループのメンバーと使ってみます。

オンラインでできること
（主催者からのお知らせ）
新型コロナウイルスの感染防止のため、ボランティア
活動にもさまざまな配慮が求められています。
今回、参加できなかった方や、くわしい説明を希望さ
れた方への補講を行いました。
Web 会議は、3 密（密集、密閉、密接）に対応でき
る新しいカタチのボランティアとして、これから必要に
なってくるツールです。
ぜひ、この機会に習得してみませんか。

打ち合わせや会議
子どもの見守り（学習支援）
高齢者の見守り
本の読み聞かせ、紙芝居
歌、演奏、マジック
お料理教室、英会話教室
各種セミナー、相談事業など

Wi - Fi 利用で「アイ・あいロビー」
からも楽々発信！

※ 初めての方も、気軽に「アイ・あいロビー」まで、ご相談ください。 （関連ページ P3）
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各 種 情 報

助 成

金

情

報

募金・義援金・支援金

①令和 3 年度 「キリン・地域のちから応援事業」
締切り

2020 年 10 月 31 日(土)消印有効

助成対象事業

地域に根づく小さな福祉活動として、
地域やコミュニティを元気にするさま
ざまなボランティア活動を応援。

助成金額

1 件あたり上限 30 万円
（総額 4,700 万円）

問い合わせ先

公益財団法人 キリン福祉財団

ホームページ

https://www.kirinholdings.co.jp/foundation

締切り

2021 年 3 月 31 日(水)

助成対象事業

法人格を有する法人（財団法人、社団法
人、社会福祉法人、NPO 法人、特別の
法律により設立された法人等）
※対象となる事業については、事業主
体の HP にてご確認ください。
総額１億円（予定）
公益財団法人 JKA

ホームページ

https://hojo.keirin-autorace.or.jp/

③「地域助け合い基金」でコロナ禍を乗り越えて
共生社会へ 「コロナ禍対応助成」
締切り

2021 年 3 月 31 日(水)

助成対象事業

地域で暮らす人同士の助け合い活動
（つながりづくりを目的とした居場
所・通いの場を含む）
※非営利組織（グループを含む）で法
人格の有無は問いません。自治会・町
内会・地域の住民グループ等可。

助成金額
問い合わせ先

上限 15 万円
公益財団法人 さわやか福祉財団

ホームページ

https://www.sawayakazaidan.or.jp/covid
19-donate/

赤い羽根共同募金に、ご協力ください。
10 月 1 日～12 月 31 日
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。

②競輪とオートレースの補助事業「新型コロナ
ウィルス感染症の拡大防止策に対する支援」

助成金額
問い合わせ先

募金活動は「誰でも」「いつでも」
「どこでも」できるボランティア

みなさまからの募金は、和泉市内の高齢者・障がい
者・子育て世代への福祉事業費や、地域で活動するボ
ランティアなどの活動支援費として活用されています
が、災害発生時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、地域をこえた支援も行
っています。

災害ボラサポ・令和 2 年 7 月豪雨
「支える人を支える」活動支援金
12 月 31 日（木）まで
令和２年７月３日以降、九州地方を
はじめ広範囲に渡り甚大な被害が生
じ、河川の堤防決壊等による洪水や土
砂崩れ等の災害が発生しています。
今年は、新型コロナウイルス感染拡大リスクを回避
するため、被災県内のボランティアグループ・NPO 団
体等による支援活動が行われています。
そうした中で、被災者支援活動を行っているたくさん
の NPO・ボランティアグループの活動資金助成等にか
かる費用を対象に助成する支援金を募集しています。

https://www.akaihane.or.jp/
saigai/reiwa2-heavyrain07/

令和 2 年
7 月豪雨義援金
12 月 28 日(月)ま
で

詳細は各団体のホームページをごらんください。
また、この他にも大阪府や社会福祉協議会のホームページに
たくさんの助成金情報が掲載されています。
（協働推進部会）

大阪府社会福祉協議会 助成金情報
http://www.osakafusyakyo.or.jp/joseikin/
大阪府 NPO ボランティア助成制度
http://www.pref.osaka.lg.jp/fukatsu/v-npo/jyosei.html
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「アイ・あいロビー」でも募金箱を置いています。
受け付けた義援金は「和泉地区募金会」を通じて、
義援金募集を行っている都県の被災状況に応じた按
分率に基づき各都県に送金し、被災者へ配分されま
す。

「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 12 月 1 日
10 月 15 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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