和泉市制施行60周年記念事業

気づきから築きへ
～みんなで広げる 大きな輪～

お楽しみ、お役立ちイベント満載！
ステキなプレゼントをたくさん用意してお待ちしてます。

コダイくん

23

11/

水

11:00～15:30

和泉シティプラザ

ロマンちゃん

3Fレセプションホール

1F 特設会場

開会に先駆けて

10：30～

オープニングセレモニー

11：15～14：30

CSWコーナー／車いす体験

桃山学院大学の学生による
よさこいとダンスストリート

CSW（コミュニティソーシャルワーカー）の
紹介、相談。車いす体験など。

防災コーナー
よさこい連 真輝
S.S.C
(@spreadstylecrew)

ステージ発表
ワークショップ
パネル展示
ステージでは、歌、踊り、マ
ジック、手話コーラス･･･。
ワークショップでは、福祉、子
育て、環境など「アイ・あいロ
ビー」登録団体、個人ボラン
ティアさんの日頃の成果を発表
11：15～14：30
メイン会場ではコーヒー
やラスクがサービス価格
で販売

水消火器体験をすると、もれなく非常食
（お菓子）を差し上げます。その他、非常食の
展示、防災相談も受け付けます。

トーク＆トーク＆トーク

ミニ遊びコーナー

「アイ・あいロビー」の展望

輪投げ、的当て、魚釣り…

近畿大学の久隆浩教授と和泉市の
森吉市長公室長をお迎えし、実行
委員長が、これからの市民活動に
ついてトークを繰り広げます。
14：35～15：10

お菓子や粗品をご用意して
お待ちしてます！
11：15～14：30

スタンプラリーで抽選会

15：15～

ワークショップ、車いす体験、消火器体験をして
スタンプを集めると抽選券がもらえます！

抽選に外れても
200名まで
お花の苗をプレゼント！

今年の特賞は「リサイクル自転車」
他にも豪華景品をそろえています。

※ 天候や諸事情により一部の内容を変更する場合があります。

主催 和泉ボランティア・市民活動センター ア イ ・ あ い ロ ビ ー

0725-57-0294

※ 一部手話通訳あります。

ステージ発表プログラム
11:00 開会式 <開会あいさつ ・ 主催者あいさつ>
11:15 ～
① 太極拳 <太極拳たまちゃん>
② フラダンス <ＨａＩａｕ・ＯＮａ・Ｐuａ・Ｌｅｈｕａ>
③ 手話コーラス <ひまわりグループ>
④ ハーモニカ演奏 <和泉ハーモニックス>
⑤ 民舞 <都の会>
⑥ 大正琴 <さちグループ>
⑦ よさこい <12ＴｗｅＩ舞>
⑧ ココロいずみダンス、他 <いずみシルバーアドバイザー>
⑨ 子どもたちとの演奏とダンス <NPO法人音楽サポートネット音結>
⑩ フラダンス <プアナニ・ティアレ>
⑪ 体操 <元気体操>
⑫ マジック <マジック・レインボー>
⑬ 歌体操 <華の会>
⑭ 南京玉すだれ <個人ボランティアさん>
⑮ 新舞踊・民踊 <みどり時の会>
⑯ ダンス <ハラ腹一座>
⑰ 健康体操 <光明台・いきいきサロン>
⑱ ギター演奏 <マロニエ・ギターアンサンブル>
⑲ 銭太鼓 <年輪26 さくらの会>
⑳ 新舞踊 <民謡ひまわり会>
㉑ フラダンス <ロコマイカイ・フラ>
㉒ よさこい < よさこい連 真輝（桃山学院大学生）>
14:35 トーク＆トーク＆トーク
<森吉市長公室長・大平運営委員長・近大久隆浩教授>
15:15 パネル展示表彰式、お楽しみ抽選会
15:25 閉会式 <閉会あいさつ>

ステージ発表
ワークショップ
パネル展示
ステージでは、歌、踊り、マ
ジック、手話コーラス･･･。
ワークショップでは、福祉、
子育て、環境など「アイ・あ
いロビー」登録団体、個人ボ
ランティアさんの日頃の成果
を発表
11：15～14：30

トーク＆トーク＆トーク

ミニ遊びコーナー

「アイ・あいロビー」の展望

輪投げ、的当て、魚釣り…

近畿大学の久隆浩教授と和泉市の森吉市長
公室長をお迎えし、実行委員長が、これか
らの市民活動についてトークを繰り広げま
す。
14：35～15：10

お菓子や粗品をご用意して
お待ちしてます！
11：15～14：30

※ 天候や諸事情により一部の内容を変更する場合があります。
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23 日（水）11:00～15:30

和泉シティプラザ

3Fレセプションホール

1F 特設会場
開会に先駆けて

10：30～

オープニングセレモニー

11：15～14：30

桃山学院大学の学生による
よさこいとダンスストリート

CSWコーナー／車いす体験
CSW（コミュニティソーシャルワーカー）の
紹介、相談。車いす体験など。

防災コーナー
水消火器体験をすると、もれなく非常食
（お菓子）を差し上げます。
その他、非常食の展示、防災相談も
受け付けます。

よさこい連 真輝
S.S.C (@spreadstylecrew)

スタンプラリーで抽選会

15：15～

スタンプを4個以上集めて抽選券と交換しよう！
・カードの配布は、1F広場
・抽選券の交換は、 3F本部

主催 和泉ボランティア・市民活動センター

0725-57-0294

抽選に外れても200名まで
お花の苗をプレゼント！

アイ・あいロビー

会場案内図

和泉ボランティア・市民活動フェスタ 2016

11月23日（祝・水）

和泉シティプラザ
3F レセプションホール
ワークショップ参加グループ
① 環境クイズ、展示（いずみ環境くらぶ）
② 手遊び（音結）
③ アトピー啓発（アトピーなんか飛んで行けの会）
④ ミニバルーン（美容本舗ハーモニー）
⑤ 食育（和泉市食生活改善推進協議会）
⑥ 氣ヒーリング体験（NPO法人 DIPS）
⑦ 点字で名刺作り（点訳・音訳グループ ルレット）
⑧ 熊本地震チャリティコーナー（和泉市社協）
⑨ コーヒー等の飲物販売 ほか
（コミュニティカフェ”オアシス” ）
⑩ ショップともに（ラスク販売）
⑪ iPad体験（パソコンボランティアwing）
⑫バルーンアート・おもちゃ作り
（いずみシルバーアドバイザー）

ミニ遊び広場
輪投げ、魚つりあそび、的当て
（子どもNPOセンター いずみっ子）
（桃山学院大学 オズ）

舞

台

客席

「おもろいやん」賞
「ええやん」賞
一つずつ選んでね！

パネル展示参加グループ

本部
抽選券交換所

（順不動）
地域安全・安心クラブ、いずみ環境クラブ、こどもNPOセンター
いずみっ子、マジックレインボー、大阪友の会、アトピーなんか
飛んで行けの会、ウクレレGranma、和泉市食生活改善推進協議
会、パソコンボランティアwing

和泉中央駅方面

出入り口
スタンプラリー
カード配布所

スタンプラリー
３階 ワークショップ①～⑫
１階特設会場A,Bの中から
4個以上のスタンプを集めて
抽選券と交換しよう！

・カードの配布は、1F広場
・抽選券の交換は、 3F本部

1F広場 特設会場
① スタンプラリー受付
②「アイ・あいロビー」コーナー
③ 防災コーナー（和泉防災ネットワーク）
④ ＣＳＷコーナー（ＣＳＷ現任者部会）
A 車いす体験
B 水消火器体験
C ダンスストリート（S.S.C.）
よさこい（よさこい連 真輝）

弥生の風ホール
駐
車
所

市役所出張所

特集！

TOPICS

市民活動の展望～これからの「アイ・あいロビー」～
来場者 推定 1200 名

和泉市制施行 60 周年記念事業

イベント参加者 500 名

和泉ボランティア・市民活動フェスタ 2016

【11 月 23 日開催】

今年のフェスタは従来の会場が工事のためシティプラザ 3 階レセプシ
ョンホールで開催することになりました。最大の課題は一般市民の方に
いかに 3 階まで足を運んで貰うかでしたが、桃山学院大学生、コダイく
ん、ロマンちゃん、ケスンジャー、スクィーンたちの協力で、たくさん
の方にメイン会場に足を運んでもらえたように思います。
メイン会場は舞台出演も従来の 1.5 倍と多く、ワークショップや遊び
の広場は多くの人で賑わい、会場全体に一体感があったように感じまし
た。100 名近いボランティアさんや多数の登録団体、桃山学院大生など
の協力により、和泉市制施行 60 周年記念事業として、成功裏に終えるこ
とができました。ご協力をいただいた皆さまに心から感謝いたします。
（実行委員長 大平 直樹）

もう一歩先に．．
．

フェスタの最後に「トーク＆トーク＆トーク」と題して
「これからの「アイ・あいロビー」について討論会を開催

「市民活動」から「市民公益活動」へ

「センター」から「支援センター」へ
大平実行委員長から「アイ・あいロビー」の現状と課題を、森吉市長公室長か
ら「公民協働としての仕掛け」について話していただいた後、久教授から「公民
協働のあり方」を、お墓や介護の話などの例え話を入れながらとてもわかりやす
く説明していただきました。

（左）近畿大学の久隆浩教授
（右）和泉市の森吉市長公室長
（中央）大平実行委員長

これまで市役所がやってきたことが出来なくなったので市民でやっていこう
ではなく、本来市民同士が支え合いでやってきたことを、ある時期から税金を払
って市役所にやってもらうという考えに変わってきたのではないだろうか。しか
し今度は、お金がなくなると市役所だけではできない。市民の方々もお互い様と
いうところを増やしてほしい、これが協働ということになります。
これから「アイ・あいロビー」も「公益」
（みんなのため社会のため）
、そし
て「支援」という役割が非常に重要だと思っています、支援を受けて活動団体
さんが自分の力で育っていくという観点が重要です。
市役所に頼るのではなく、市民同士、市民グループ同士で率直に話し合って、
一緒にやれることを見つけようという形ができ、その場づくりの支援もできれ
ば良いと思います。

昨年 11 月 13 日、
「大阪府市町村ボランティア連絡
会 設立 20 周年 記念イベント」が「大阪府立大学
ボランティアセンター」との協働で開催され、
「アイ・
あいロビー」もパネル展示で参加しました。
「アイ・あいロビー」も平成 10 年 3 月、ボランテ
ィアの活動拠点として誕生してから 18 年。その間、
たくさんのボランティアさんが集まって、
「であい・ふ
れあい・助けあい・気づき・絆・仲間」など、さまざま
なキーワードでボランティア活動の発展と地域福祉の
向上に努めてきましたが、これからは少し外にも目を
向けて「公益支援センター」として何ができるのか
を考え始める時期に来たのではないでしょうか。

これからの「市民活動」
助成金情報の提供、話し合いの場を設けるなど、近い所からや
っていきたいと思います。皆さんアイ・あいロビーにどんどん顔
を出していただき、一緒に頑張りましょう。
（大平実行委員長）
「市民による市民のための町づくり」
、これはどんどん促進して、
出来る限り支援していきたい、更なる活性化を期待しております。
（森吉市長公室長）
「言ってくれたら手伝う」ではなくて、
「私がやる」と言う立場
の方々が増えていけば、和泉市も市民活動がより活発化すると思
います。
（久教授）
（特集ページまとめ 情報収集・提供部会）
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今年で 18 回目を迎えた和泉ボランティア・市民活動フェスタ
メイン会場は、多くの人で賑わい、熱気と笑顔が溢れていました

今年の参加者は、ステージ 22 組、ワー
クショップ 12 団体、パネル展示 10 団体、
スタンプラリー200 名と多くの人で賑わ
いました。
屋内の限られたスペースの中で、スタッ
フは配置や動線に大変苦労したようです
が、参加者の皆様からは「楽しかった！」
「参加してよかった」「来年もぜひ参加し
たい」と好評の感想をいただくことができ
ました。
パネル展示
今年のええやん賞は、「大阪友の会」と
「和泉市食生活改善推進協議会」。おもろ
いやん賞は、「パソコンボランティアｗｉ
ｎｇ」でした。
ミニ遊びの広場
釣り、お菓子釣りは、幼児から小学生低
学年の子供達が遊ばれ、ご家族も一緒に釣
れたと大喜び。昆虫写真の的当ては、意外
と大人の参加も多く、童心に帰って当たる
までトライされていました。

1 階の特設会場は、とても寒い
強風の中、がんばりました！

3 階のメイン会場への足掛かりになるよ
うにと、１階の屋外に特設会場（スタンプラ
リーの受付、防災コーナー、CSW・車イス体
験コーナー）などを設け、オープニングには
桃山学院大学生の“よさこい”などのダンス
をはじめ、和泉市や消防署のキャラクターに
よるチラシ配りなど．
．
．テントが吹き飛ばさ
れるような強風の中、がんばりました！
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