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アイ・あいロビーは
笑顔の出会いを応援します！

社会福祉法人 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」は
平成１０年３月 ボランティアの活
動拠点として開所、以来数多くのボラ
ンティアさんが登録され、集い、活動さ
れてきました。
その後、平成２４年９月から和泉市
がＮＰＯ法人認証事務を行うことから、
「アイ・あいロビー」も「和泉ボランテ
ィア市民プラザ」から「和泉ボランティ
ア・市民活動センター」と名称を変更し、
ボランティア活動だけでなく、任意の
市民活動団体やＮＰＯ、町会・自治会等
の地縁団体を含むあらゆる市民活動を総合的にサポートする拠点施設として、新たにス
タートしました。
近年の少子高齢化や核家族化の急速な進行や生活様式の多様化を背景に、地域住民の
つながりや助け合いの意識は希薄化し、住民相互の支えあいが低下しつつあります。
こうした課題を解決するには、行政によるサービスだけでなく、地域でボランティア・
市民活動をしている皆さんの支えが大変重要となります。
そうした中、自発的かつ非営利で解決しようとする市民活動も活発化しており、これ
からの地域社会を支える大きな原動力ともなっています。
本活動誌は、
「アイ・あいロビー」に登録されているボランティア・市民活動グループ
や個人を紹介し、より多くのみなさまに知っていただき、ご活用していただくことを目
的に、発行いたしました。
この活動誌を通して、ボランティア・市民活動に関心を持っていただき、ボランテ
ィア・市民活動がより活発になり、私たちのまち「和泉市」が、より一層住みよいまち
になることを願っています。また「アイ・あいロビー」を拠点に、多くの仲間との出会
いが生まれることを期待しています。

2022 年 6 月

社会福祉法人 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」

「アイ・あいロビー」は、ご登録いただいた市民のみなさんの参画により部会、委員会を構成し
運営しています。

運営推進協議会
ボランティア活動に関わる諸機関・団体・学識経験者等の代表者により、運営に関する基本事項を審議し、
「アイ・あいロビー」の総合的な意思決定を行う組織（年 2 回開催）
運営委員会
各部会の代表により、「アイ・あいロビー」の効果的な運営を図るため、必要な事項を協議するとともに、
各種事業等を決定する組織（月 1 回開催）
各種専門部会
「アイ・あいロビー」登録グループ・個人が参画し、部会毎に、各種事業（情報収集・提供、啓発・学習提
供、交流促進・ネットワーク、協働推進）の企画・立案、実行する組織（随時開催）
センター管理・アドバイザー部会
ボランティア・アドバイザー養成講座を受講したメンバーで構成され、ボランティア・市民活動の全体的
な支援や、
「アイ・あいロビー」の日常的な事務全般について調査・研究するとともに、運営の円滑化を図
るための情報交換を行う組織（月 1 回開催）
部 会 名

事 業 内 容

情報収集・提供

「アイ・あいロビーニュース」の編集校正、ボランティア・市民活動紹介冊子の作成、
ホームページの更新・管理、他

啓発・学習提供

ボランティア・市民活動に関する講座の企画、開催

交流促進・ネットワーク

ボランティア・市民活動交流サロンの企画、関係機関・団体との交流、他

協働推進

ボランティア・NPO 団体と行政や地縁団体などとの協働推進への協力、補助金・助成金事
業の紹介、他

センター管理・
アドバイザー

「アイ・あいロビー」の管理運営、各種会議の設営、専門部会との連絡・調整、相談・調整
能力のスキルアップ、コーディネートの研究、アイ・あいロビー教室、出前講座の企画（福祉
体験・国際交流等）、他

「アイ・あいロビー」に登録すると．．．

活動の場、
PR の場が
広がる

活動の幅が
広がる

安心して
活動ができる

• フェスタやサロンに参加して
活動を発表することができる
• 紹介誌や HP に掲載すること
ができる

• 無線 LAN を利用して、オン
ライン講座やリモート会議の
開催ができる
• アイ・あいロビーの運営に参
画してさまざまな活動分野の
人とつながることができる

• 会議室が無料で利用できるの
で勉強会やミーティングが安
心してできる
• ボランティア保険加入の際、
100 円の補助がある

「アイ・あいロビー」では、年間を通して随時登録を受け付けています。
気軽にご相談ください。

２０２２年５月末現在「アイ・あいロビー」登録者
ボランティア団体

86 件

市民活動団体

25 件

個

63 名

人
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１ 地域を基盤とする活動

ハラ腹一座

ねこちゃん
老人会やいきい
きサロンに出向
き、小芝居やダン
ス、マジックと色
んな演目を披露
して皆さんに楽
しいひと時をお
届けしています。

幼児や高齢者の方々
と、紙芝居やエプロ
ンシアター、手遊び
等を通して楽しいひ
とときを共有したい
と思っています。

活動日：毎月第2火曜日
結成年月：2015年6月
活動場所：アイ・あいロビー会議室 メンバー数：11名

活動日：月～金曜日
活動場所：和泉市

ママの働き方応援隊 南松尾はつが野学級

光明台２丁目南婦人会
地域内で結成された
婦人会の集まりで
す。地域内の清掃、施
設への見守りや喫茶
ボランティアを行っ
ています。会員同士
の交流を図り、孤独
にならないよう楽し
んでいます。

赤ちゃんとママとが地域
とつながり、多世代の人
と関わることで子育てを
楽しく豊かにすることを
目的として活動していま
す。

活動日：不定期

活動日：随時
活動場所：地域内・外など

結成年月：2018年10月

活動場所：2020年はｵﾝﾗｲﾝで活動 メンバー数：和泉市では２名

まちセミ・IZUMI実行委員会

和泉ここあり

まちを学びのイズミでいっぱいに！
誰でも先生、誰でも生徒が
コンセプトの市民参加型セ
ミナー。老若男女が世代を
超えて机を並べ、ワクワク・
ドキドキ！
みんなで一緒に本気の学校
ごっこしませんか！
活動日：毎月第2土曜日
結成年月：2019年２月
活動場所：アイ・あいロビー、他
メンバー数：24名

活動日：随時
活動場所：和泉市内

池田下町

結成年月：1990年４月
メンバー数：20名

「誰でもが住みなれた街で住
み続けられる様」にしたいと
の思いで、地域の困り事、憩
いの場所を運営しています。
また、和泉市全域に、
『わがま
ちの助け合い担い手養成講
座』を展開して、行政施策の
隙間を埋めることにより、す
べての方に住み続けてもら
いたいと思います。
結成年月：2020年７月
メンバー数：7名

結

久保出老人クラブボランティア
子どもたちの登下校時、
暑い中、寒い中、交通指
導に頑張っております。
青パト巡回も行ってい
ます。地域に根差した活
動を息長く継続してい
こうと考えています。
活動日：毎週月～金曜日
活動場所：池田下町久保出地域

結成年月：2018年6月
メンバー数：4名

聴く
効く

結成年月：2015 年 4 月
メンバー数：12名

どなたでも一緒に
おしゃべりしまし
ょう!
新型コロナウイル
スの流行により、
活動を情勢に基づ
いて開催していま
す。

活動日：毎週月曜日
結成年月：2018年11月
活動場所：コミュニティカフェオアシス横 メンバー数：３名

1

はつが野いきいきサロン

校区社協ボランティア
市内21校区にて結成
された地域ボランテ
ィアグループです。
ふれあい配食、一人
暮らし高齢者への誕
生月祝い、電話訪問、
各種研修など。

はつが野1丁目、2丁
目、3丁目の60歳以
上の方向けに、毎月
第2日曜日の午後
イベントを開催して
楽しんでいただいて
います。
活動日：毎月第2日曜日
結成年月：2008年3月
活動場所：青葉はつが野シニアセンター メンバー数：58名

活動日：ほぼ毎日
活動場所：各校区内の全域

結成年月：1989年
メンバー数：1306名

2 福祉の向上を目指した活動

音訳グループ ポッポ

ブーケ
誰でもできる手作
りなどを通じて、
様々な世代の方と
の交流を深める居
場所にしたいで
す。私たちと一緒
に楽しい時間を過
ごしませんか？

みんなで
楽しく手作りしませんか！

視 覚障が い者や 高
齢者等、文字が読み
に くい方 への音 訳
提供活動。
録 音以外 にも対 面
朗読等、個別のニー
ズ があれ ば何で も
ご相談ください。

活動日：毎月第３日曜日（変更あり）結成年月：2021年３月
活動場所：アイ・あいロビー、他 メンバー数：2名

活動日：毎月第2､3水曜日､他
結成年月：1995年3月
活動場所：和泉市立総合福祉会館 メンバー数：12名

文字通訳サークル弥生

さわる絵本の会・いずみ

聴覚障がい者の
方々のために、聴覚
障がい者問題の学
習、研修ならびに要
約筆記（文字通訳）
の技術向上をめざ
して、活動していま
す。
活動日：第1・3土曜日
活動場所：和泉市立総合福祉会館

視覚障がい者のため
の絵本を作っていま
す。点訳点字つきで
台紙から製本まです
べて手作りします。
絵本は和泉図書館に
寄贈します。

結成年月：2009年３月
メンバー数：15名

活動日 ：第4土曜日10～12時
活動場所：和泉図書館

ひまわりグループ

点訳・音訳 ボランティア
「手話で歌を歌っ
たりして、子ども
たちに簡単な手話
を教えたり、高齢
者施設や、いきい
きサロンで一緒に
楽しんでいます。

活動日：日曜日 午前中
活動場所：アイ・あいロビー

結成年月：2008年
メンバー数：13名

ルレット

視覚障がい者に市の広報・
市議会だよりの録音を届け
ています。視障協との交流
また小学校の点字出前授業
など楽しく点字の輪を広げ
ています。

結成年月：1998年
メンバー数：10名

活動日：毎月第2・第4月曜日ほか 結成年月：1988年4月
活動場所：和泉市立総合福祉会館
メンバー数：24名

2

和泉市身体障がい者福祉会

モア21
ボランティア精神で
地域社会に貢献する
団体です。子育て支
援で《わくわく科学
教室》
《米作り》障が
い者支援で《福祉農
園》を行っています。

若い人、高齢者、男女を
問わず障がい者が集う
会です。カラオケクラ
ブ、料理教室、フライン
グディスククラブなど
で頑張っています。
活動日：随時および年間行事
活動場所：おもに和泉市内

結成：1956年
メンバー数：70名

活動日：活動内容によりその都度
活動場所：和泉市内

結成年月：2014年
メンバー数：19名

土岐の会
新舞踊・民踊でボ
ランティア活動を
しています。施設
慰問などの要望が
あれば、アイ・あい
ロビーを通じてご
連絡ください。
活動日：毎月4回
活動場所：北部総合福祉会館

結成年月：2018年3月
メンバー数：10名

３ 健全な子育てを目的とした活動
読み聞かせボランティアグループ

ガールスカウト 大阪府第28団

和泉わらべの会

私たちガールスカウトは
｢少女と若い女性が責任の
ある世界市民として、自ら
考え行動できる人となる｣
ことを目指して活動して
います。
活動日：月2回 主に日曜日
活動場所：ゆうゆうプラザ

和泉市内の保育園、
小学校、親子教室を
中心にお話し会を開
催。また、毎月1回｢絵
本 の 会 ｣ を 開 いて い
ます。和気あいあい
と楽しく活動中。

結成年月：1975年4月
メンバー数：30名

活動日：毎週第1火曜日
活動場所：和泉市内

ボーイスカウト 和泉第２団

結成年月：2006年
メンバー数：13名

子供とネットを考える会

小学校１年～大学生まで、年代に、に
あった育成プログラムを展開。
アウトドア活動を中心に、自然の中で
元気に活動しています
自然の中での活動は、観察力や自分で
考える力を伸ばし、創意工夫が自然と
身に付きます。
小学校１年～６年生まで随時募集中。

「知らなかった」から
「聞いたことがある」へ。
子供がネットに触れて
いく中で、より安全によ
り良い環境で成長して
いけるよう考えます。

活動日：月2回、日曜日
結成年月：1973年4月
活動場所：和泉中央公園､コスモ中央公園 メンバー数：60名

活動日：毎日
活動場所：近畿一円､ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

3

結成年月：2013年3月
メンバー数：4名

NPO法人

子育てサロン ひまわりキッズ

こどもNPOセンターいずみっ子
つく

創る
あそ

はぐく

育む

かん

遊ぶ

感じる
活動日：不定期
活動場所：主に市内公共施設

リズム体操やおうた、
手遊び・人形劇など、
季節にあった行事を
しています。就学前の
お子様と保護者の方
も一緒に楽しく遊び
ませんか！

「 文化芸 術体験 ・交
流、生活体験」
「子育
て支援」
「子どもの社会参画」
を通じて「子どもが
育つ地域社会づく
り」をすすめます。
結成年月：2004年10月
メンバー数：150名

活動日：毎月第4木曜 午前
活動場所：伯太町伯太会館

結成年月：2004年9月

和泉市少年少女合唱団
和 泉市唯 一の児 童
合唱団です。教会や
博 物館で のコン サ
ート、プロ野球オリ
ッ クスの 試合前 の
国歌斉唱や、一万人
の 第九に も参加 し
ました。
活動日：毎月第１･第３日曜日
活動場所：青葉はつが野小学校

結成年月：1983年
メンバー数：13名

４ スポーツ・文化・芸術活動

コカリナ・ピッピ

マロニエギターアンサンブル
コカリナはハンガ
リーの民族楽器を
基にして作られた
木の笛です。優しい
音色に包まれた癒
しのひと時を楽し
んでいます。

活動日：随時
活動場所：アイ・あいロビー

クラシックギター
の、やさしい音色
に触れてみません
か！
ギターの伴奏で、
みんなで楽しく歌
いましょう。

結成年月：2018年12月
メンバー数：2名

活動日：随時
結成年月：2012年4月
活動場所：各場所に出向いて活動 メンバー数：3名

ほのぼの会

切り紙 ハート５

尺八・ハーモニカの
和洋楽器と、地域の
皆さんで歌のコラボ
レーション。大きな
歌声でみんな笑顔と
笑顔、心も『ほのぼの
温かく』。

5つ折りから切る切り紙で
バランスの良い星や桜の
花が作れます。5角形の紙
風船や5枚の花びらの百合
の花も折れます。
紅白4連鶴も。
活動日：火曜日、他
活動場所：アイ・あいロビー

結成年月：2016年
メンバー数：4名

活動日：月2回(不定期)
活動場所：アイ・あいロビー
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結成年月：2016年5月
メンバー数：2名

１２Twel 舞

いずみヒューマンネット
工作・歌声・手品・
バルーン・男性料理
など子どもや地域
の人々に楽しみや
夢を伝えるボラン
ティア活動をして
いる定年後の男性
グループです。

和泉市を拠点に各地
のイベントや福祉施
設などで、見てくだ
さる方々に笑顔が届
けられるよう、幅広
い年齢層で活動して
いるよさこいチーム
です。
活動日：毎週月曜日・木曜日
結成年月：2012年
活動場所：和泉中学校 国府小学校 メンバー数：45名

活動日：第3土曜・第4月曜日・他 結成年月：2004年4月
活動場所：和泉図書館、他
メンバー数：36名

邦楽アンサンブル“遊”

チーム マリナフラ

箏、十七絃、三弦、尺八による演奏

泉大津で、小学生～
82歳のフラ仲間た
ちと楽しく練習し
ています。のんび
り、ゆっくり、よく
笑いよく食べて元
気にやっています。

古典曲から現代曲まで、
季節に応じた曲や、また、
童謡やナツメロを一緒に
歌ってもらったりして、
楽しんでもらっていま
す。
活動日：第1･2･4金曜日午後
活動場所：個人宅

結成年月：2008年1月
メンバー数：10名

活動日：金・土・日曜日
活動場所：泉大津市

大正琴 さちグループ

結成年月：2019年
メンバー数：30名

グリーン ハワイアンズ

演歌や童謡、ポップ
ス、クラシック等の
いろいろな曲を、施
設や町内のイベント
等で演奏していま
す。私たちも演奏を
通じて元気をいただ
いています。
活動日：第2・第4水曜日
活動場所：緑ケ丘自治会館

ウクレレ伴奏による
歌声喫茶です。専用
歌集から選曲して皆
様と一緒に歌いま
す。楽しいひととき
をご一緒に過ごしま
しょう。

結成年月：2005年5月
メンバー数：9名

活動日：第１・2・3・4火曜日 結成年月：2009年8月
活動場所：緑ケ丘自治会館
メンバー数：10名

泉ハーモニックス

マダムフラワー
大正琴で、季節に合わせた
（歌）なつかしく喜んでいた
だける曲を30分～1時間演
奏し、心を通して共に楽し
く語らいながら過ごさせて
いただいております。ボラ
ンティア活動ですので、お
気遣いは無用です。

汽車の旅の名手、
寺村安雄さんの指導で
童謡唱歌懐メロまた世
界の名曲など演奏交流
を深めております。福祉
施設・自治会・学校など
を訪問しています。
活動日：毎月第1・3金曜日
活動場所：学校、障害者施設等

結成年月：2003年
メンバー数：7名

活動日：随時
活動場所：アイ・あいロビー
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結成年月：2015年4月
メンバー数：8名

一般社団法人

花水木会

大阪相撲甚句会 和泉相撲甚句健康教室
民謡でボランティ
ア活動をしていま
す。施設慰問、盆踊
などイベントの要
望があれば楽しい
時間を皆様といっ
しょにすごしたい
と思っています。

人生の年輪を重ねて
からようやく出合え
た趣味というのは何
と愛しい存在です。
正に相撲甚句はその
通りです。一緒に歌い
ませんか。
活動日：いつでも可
活動場所：和泉市内

活動日：毎月第2､第4土曜日13時から17時 結成年月：2016年11月
活動場所：和泉市立総合福祉会館、他
メンバー数：11名
（募集中）

音愛心（おとめごころ）

結成年月：2010年2月
メンバー数：30名

元気体操

生活習慣病予防、
運 動 不 足 解消 の
ため、筋トレや有
酸 素 運 動 をし て
います。楽しく元
気なリズム曲で、
施 設 の 人 々を 喜
ば せ て 笑 顔い っ
ぱいに!!

多様な演目とユニーク
なステージ構成で活動
中のユニットです。｢笑
顔と元気｣をモットーに
見る人に楽しい時間を
お届けします。

活動日：随時
活動場所：光明台

結成年月：2012年12月
メンバー数：5名

活動日：月・火曜日 午前中
結成年月：2007 年４月
活動場所：シティプラザリハーサル室
メンバー数：20 名

和泉ONE・２３

いずみ「歌の広場」
アコーディオンの伴奏で

和泉の歴史文化伝
統にまつわる名
所・旧跡・名物など
を巡り、新しい魅
力を発見し体験し
たことをまとめた
結果を紹介した
い。
活動日：毎月第１または第３水曜日
活動場所：和泉シティプラザ4F

いっしょに歌おう

昭和歌謡・童謡・唱歌～平成の歌
まで。毎月第１火曜日の歌声広場
の他に、いきいきサロン・老人会・
町内会・デイサービス・各会合等
へ出前もしています。

結成年月：2016年4月
メンバー数：9名

活動日：毎月第1火曜日
結成年月：2011年11月
活動場所：和泉市立総合福祉会館 メンバー数：11名

劇団 かんふぁ

ちゃうちゃうクラブ
ファンタジーベ
ースの創作劇に、
簡単なダンスを
取り入れ、ミュー
ジカル気分を楽
しむ劇団です。お
気軽にお声かけ
ください。

介護老人施設など
で｢詩吟と舞｣を披
露し、また懐かし
い歌を入所者の皆
さんと一緒に唄う
など、共に心身を
リフレッシュする
ことが目的。

活動日：主に火曜日 午後
結成年月：2019年4月
活動場所：コミュニティセンター等 メンバー数：8名

活動日：主に水・木曜日
結成年月：1994年11月
活動場所：和泉市内の介護老人施設 メンバー数：29名
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民踊ひまわり会

マジックレインボー
施設・地域のイベントに
参上して一緒にみなさ
まと楽しく踊っていま
す。機会があればどこで
も参上いたします。

活動日：毎月第1、3金曜日
活動場所：老人集会所

皆様に不思議で一緒に
楽しめるマジック、心
と心を繋ぐマジックを
目指しています。南京
玉すだれやバルーンア
ートもやっています。

結成年月：2012年4月
メンバー数：10名

活動日：不定期
活動場所：大阪南部

心の輪 詩吟部

結成年月：1999年4月
メンバー数：4名

素人寄席 天満天神の会
日頃、気軽に寄席
などに行く機会
の少ない方や福
祉施設や自治会
等のイベントに
生の落語をお届
けしています。

長い息は長生き、腹式呼吸と
正しい姿勢で健康作り。道具
もいらずどこでも楽しめる。
これから何かを始めたい方
の生涯学習として最適です。

活動日：第１･第３木曜日
活動場所：北部総合福祉会館

結成年月：2000年4月
メンバー数：35名

活動日：月2回稽古会他
活動場所：関西一円

フルートの風

結成年月：2008年9月
メンバー数：48名

和泉市 ディスコン協会
こ どもか ら高齢 者
ま で誰も ができ る
ス ポーツ として 地
域 の人と 人との 交
流 を深め 地域コ ミ
ュ ニティ の活性 化
や 健康福 祉の向 上
に寄与する。

フルートの演奏の他に
いっしょに歌おうコーナー
紙しばい、リズム遊びなど
ニーズに合わせ曲目も考え
ます。
ぜひ、オファーをお待ち
しています。
活動日：月1回～2回 結成年月：2018年 メンバー数：6名
活動場所：アイ・あいロビー 和泉市を中心として周辺地域

活動日：毎週日曜日(原則)
活動場所：緑ケ丘自治会館

結成年月：2008年9月
他 メンバー数：30名

５ 環境保全活動

和泉山部 天空の会

いずみの森の会
荒れた森林を
再生し、森林の
｢保守｣｢育成｣
｢啓発｣活動及
び森林ボラン
ティアの養成。

放置された農地や竹林の
手入れや自然環境の調査等、
色々なことを体験する。
活動日：第2・第4水曜日
活動場所：和泉市内

結成年月：2017年
メンバー数：27名

活動日：第１土曜、第３木曜日
活動場所：和泉中学校
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結成年月：2005年3月
メンバー数：42名

NPO法人

いずみ環境くらぶ

いずみの国の自然館クラブ

グリ―ンカ―テンの
普及や自然を楽しみ
ながらゴミ拾いする
廃棄ング（ハイキン
グ）
、竹林整備などの
環境保全活動に取り
組んでいます。

毎 月第３ 日曜日 に
開 催して いる自 然
観察会も 150 回を
超え、子どもたちと
和 泉市の 自然に 楽
しんでいます。大人
気 のオオ ムラサ キ
祭りもあります。

活動日：不定期（月1回程度） 結成年月：2002年6月
活動場所：和泉市内
メンバー数：46名

活動日：第３日曜、第４土・日曜日 結成年月：2004年4月
活動場所：旧南松尾幼稚園跡
メンバー数：42名

６ 国際交流活動

和泉国際交流会 ICIX
和泉市の姉妹都市交流
の通訳。各種国際関連
の講座開催。留学生支
援。外国人と市民との
交流の場を提供など活
動を始めて 26 年です。

活動日：随時
結成年月：1995年4月
活動場所：主として和泉シティプラザ メンバー数32名

７ 健康な生活を送るための活動
サン

太極拳 青空（ブルースカイ）

ヨガ

ピラティス

San Yoga, Pilates.

毎朝朝日のもとで
健康な身体と規則
正しい生活を目指
して60～70才代の
男女10名ほどが集
い楽しく気持ちよ
く太極拳をしてい
ます。

皆様の心と体の健康を応援します。
北部リージョンセンターで活動（各１時間）
火曜日19:00~ 20:30~（ピラティス）
木曜日19:00~ 20:30~（ヨガ）
金曜日 9:30~ 13:00~（健康ヨガ）
11:30~ 14:30~（ヨガ）

個人レッスン、企業レッスン、お問い
合わせください。

活動日：月曜日から金曜日の毎朝 結成年月：1993年
活動場所：新槇尾川公園
メンバー数：10名

活動日：月～土曜日
活動場所：大阪全域

結成年月：2017年４月
メンバー数：2名

市民活動サポート（お助け隊！）
市民活動の運営に困っておられる皆さんを応援するために、
「おたすけ隊」を募集しています。
イベントのチラシ作成、 団体の会報（通信）作成のお手伝い。かん
たんな会計処理や書類作成のお手伝い。ICT 化のご相談。カメラ、ビ
デオの撮影・編集など、あなたの得意なことをご登録ください。
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団塊教室

和泉市食生活改善推進協議会
パソコンとデジタル
カメラを指導します。
ウクレレも♪受講者
個々の質問にお答え
します。
希望によってはテー
マを決めて指導しま
す。

活動日：毎週水曜日
活動場所：アイ・あいロビー

各世代への食の大切さに
ついて
｢野菜１日350ｇ｣食べま
しょう。
塩分控え生活習慣病を予
防し、健康寿命の延伸に
取り組む。

結成年月：2014年6月
メンバー数：20名

活動日：毎月第1金曜日定例会
活動場所：主に保健センター

結成年月：1967年
メンバー数：23名

８ 防災・防犯・災害救援活動

あしべいきいきパトロール隊

地域安全安心クラブ

私たちは芦部町内の
有志で平成17年1月1
日に結成された、子ど
も見守り隊です。目標
は子どもを交通事故・
犯罪被害から守るた
めにも監視を続けて
います。

地 域安全 安心ク ラ
ブは、行政・警察・
ＩＣPCと連携を図
り、安心して暮らせ
る 和泉市 の実現 を
目 指して 活動し て
います。

活動日：学校の春･夏･冬休みを除き毎日 結成年月：2005年
活動場所：町内５か所 メンバー数：22名 臨時4名

活動日：随時各々で活動
活動場所：要請があれば随所で

JK3ZRX 和泉防災無線クラブ

NPO法人 和泉防災ネットワーク
人づくり、まちづくり
を主体とした新しい
カタチの防災教育や
イベントの企画をお
届けします。
困ったときは「ぼう
さい何でも相談」ま
で。

アマチュア無線を活
用し、消防機関への
支援活動をしていま
す。AEDを含む応急
手当の普及と講習な
ど、防災への啓蒙を
行っています。
活動日：毎月第一日曜日、他
活動場所：和泉市内及び周辺地域

結成年月：2003年4月
メンバー数：6名

結成年月：1988年8月
メンバー数：116名

活動日：毎月第４金曜日、他
活動場所：オアシス、他

結成年月：2012年3月
メンバー数：14名

花植え・花守り隊
和泉中央駅前花壇
アドプトロード「ふれあいのみち アイ・あい」
和泉市を訪れる方々やバスで通勤・通学の方々を、いっぱいの
お花で迎えるため定期的に、草抜きや水やりを行っています。
お花が好きな方なら、どなたでもできるボランティアです。
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９ 社会教育の推進を図る活動

大阪友の会 泉北方面

いずみ識字ボランティアの会
識字とは読み書き生活
に必要な能力のことで
す。成人後、学びたい
人が集っています。教
えるということではな
く、ともに学ぶ活動で
す。

雑誌「婦人之友」
「かぞ
くのじかん」の愛読者
の集まり。
生 活 技術 を学 び地 域
に も 働き かけ たい 思
い を 持っ て活 動し て
います。
活動日：主に木曜日
結成年月：1927年11月
活動場所：アイ・あいロビー、他
メンバー数：45名

活動日：水曜・金曜・土曜・日曜日
活動場所：幸、伯太町周辺

結成年月：2002年
メンバー13名

レインボーカフェ in 岸和田
助産師・医師・教員
の10名のメンバー
でLGBTQ人権普及
活動をしています。
多様性に生きると
はどういうことか
を考え続ける団体
です。
活動日：第4土曜日10時~17時 結成年月：2020年4月
活動場所：岸和田市男女共同参画センター メンバー数：10名

10 情報化社会の発展を図る活動

パソコンサークルあすか

パソコンボランティアWing
スマホ・タブレット・
パ ソコ ンの駆 け込 み
寺、介護予防のiPad活
用、情報モラル啓発、
思 い出 整理で 自己 肯
定などICT×自分史で
課題解決！

パソコン!!あなたも始めて
みませんか!!私たちはパソ
コンを使えるようになり
たい方のお手伝いをして
いるグループです。作成す
る楽しさをお手伝いしま
す。
活動日：毎月第4火曜日
活動場所：アイ・あいロビー

結成年月：2004年3月
メンバー数：8名

活動日：毎週金曜日、他
活動場所：堺市総合福祉会館

福祉体験グループ
小学校の福祉体験学習をサポートするグループです。
車いす、アイマスク、高齢者擬似体験など、さまざまな体験を
通して、体の不自由さを体験し、思いやりの心と介助の方法も
学ぶことができます。
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結成年月：2011年5月
メンバー数：14名

2022年度 新規登録のみなさん（希望団体のみ）

和泉観光ボランティアクラブ

健康体操
音楽体操で健康寿命
を伸ばそうとストレ
ッチ。運動、青竹ふ
み、リズムに合わせ
て体を動かし、お茶
タイムで楽しい話が
あふれています。

和泉市を訪れる
方々に“おもてなし
の心”で接し、和泉
市の魅力を一つで
もお心に留めて頂
き、リピーターにな
っていただく活動
をしています。
活動日：毎月第２水曜日 他
活動場所：和泉市内

結成年月：2005 年
メンバー数：32 名

活動日：毎週水曜日
活動場所：光明台北老人集会所

きらきら星

モネいずみ親の会

保育園や高齢者施設
などで、人形劇やギ
ター演奏、歌、ふれ
あい体操など通じ、
お互いが笑顔にな
り、きらきら輝ける
ように活動していま
す。

不登校や行きしぶり
のお子さんをお持ち
の親が集まる会です。
多数の経験談や親同
士のネットワークも
あります。相談やお話
だけでも OK！
活動日：舞月第２水曜 10:30～
活動場所：和泉市内

結成年月：2022 年１月
メンバー数：６名

いずみシルバーアドバイザー
＜いずみＳＡ＞

活動日：毎週木曜日の午後
活動場所：和泉市内

『 みんな のまち を
みんなで作る』泉北
沿 線を中 心にウ ォ
ー クラリ ーやラ ン
パト活動など、まち
を 盛り上 げるた め
の 活動を してい ま
す。
活動日：毎月第 3 月曜日
結成年月：2011 年９月
活動場所：泉北高速沿線周辺地域
メンバー数：20名

結成年月：2008 年９月
メンバー数：８名

リボンの会ラプソディ

結成年月：2019 年１月
メンバー数：12 名

泉北沿線盛上隊

尺八演奏(演歌・童謡・
ジャズ)及び手品・腹
話術、民話の弾き語
り、南京玉すだれ…な
どを入れた1時間のシ
ョーを一人でします。
年 間 150 回 程 活 動 し
ております。

活動日：毎月第 3 月曜日
活動場所：和泉市人権センター

結成年月：2003 年１月
メンバー数：20 名

和泉・夢と歴史を創る会

～こころとこころをつなぐ～

自然が大好きな人た
ちの集まりで、薔薇
の花とお喋りとお茶
を楽しんでいます。
多様な人達が繋がっ
て素敵なハーモニー
を奏でています。

ひきこもり状態の
方、そのご家族によ
りそい、共に考えて
いくことで少しでも
生きづらさや不安な
どを減らせればと考
えております。
活動日：月曜 土・日（不定期） 結成年月：2022 年４月
活動場所：大阪南（主に泉州地域）
メンバー数：２名

活動日：月２～３回
活動場所：黒鳥山公園内 薔薇園
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結成年月：2011 年 1 月
メンバー数：18 名

個人登録のみなさん（希望者のみ）
じ ゃ ば ら や え ん そ う

浦田 佳浩（蛇腹家縁創）

田中 眞理子
「詐欺防止
高齢者安心・安全
連絡先立て」を作
成。

童謡、唱歌、昭和の歌謡曲など年配
の方には懐かしい曲をアコーディオ
ンで演奏します。一緒に歌ってくだ
さい。
高齢者施設、地域の集いへ出張いた
します。
活動日：随時
活動場所：和泉市近隣

開始年月：2017年

中居 順三

活動日：随時
活動場所：和泉市内

開始年月：2015年4月

筧 千鶴子
特技《手話》を活かし
たボランティア、障が
い者の支援など、福祉
体験学習、他。
行事協力・イベント手
伝い・体験学習補助・
花植え隊。

なつかしい昔の伝承の
折り紙、楽しい現代の
折り紙を、楽しみなが
ら手先と脳を動かしま
しょう。
活動日：随時
活動場所：和泉市内

開始年月：1998年3月

石崎 昌男

活動日：随時
活動場所：和泉市内

開始年月：1998年3月

岩本 裕子
尺八演奏(演歌・童謡・ジ
ャズ)及び手品・腹話術、
民話の弾き語り、南京玉
すだれ…などを入れた
1 時 間 の シ ョー を 一人
でします。年間150回程
活動しております。

活動日：いつでも結構です
活動場所：どこでも行きます

パッチワークや布絵
(アップリケ)などを
教室やボランティアで
教えたりしています。

開始年月：30年以上活動

赤松 久子

活動日：随時
活動場所：和泉市内

壽 文寿（ことぶき

もんじゅ）

幼少時は障害障害で話す事に苦労
しましたが、落語を演じ克服。阪神
淡路大震災の被災者を、笑いで励
ますために喋った落語が兵庫県か
ら評価され、日本唯一の福祉落語
家を名乗る。
落語家として金字塔評価の対象と
なる通算高座5000席を2013年3
月に達成しました。

指先を動かして、わかりや
すい折り紙を一緒に。楽し
いをモットーに。
高齢者施設、福祉会館、小
学校、保育園、いきいきサ
ロン等で。
活動日：依頼があれば
活動場所：和泉市内

開始年月：2006年

開始年月：2002年

活動日： 随時
活動場所：関西
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開始年月：23年以上

山本 照彦

西口 榮治
バルーンアートを活用し
たレクリエーションで、地
域イベント・子育サロン・
高齢者施設等でパフォー
マンスだけでなく、「楽し
みながら元気になる教室」
を実施しています。

ボランティア活動を通して
社会に貢献したい。
スポ―ツ全般（バドミント
ン、ディスコン）パソコン・
スマホ・iPadの活用、写真撮
影。
活動日：希望者と相談
活動場所：緑ケ丘

開始年月：2011年4月

活動日：随時
活動場所：和泉市近隣

開始年月：2010年

個人ボランティアさん大募集！
💛 あなたにもできる、ちょっとしたお手伝い
「私にも何かできることありますか」
「時間はあるけど何をしたら良いかわからない」というあなたへ。

個人でできるかんたんな活動
高齢者やスマホ初心者向けに
ZOOM や LINE アプリの使い
方などを教えるボランティア。

あなたには簡単にできることで
も、高齢者や障がい者の人には
困っていることがあります。
まずは「アイ・あいロビー」ま
でご相談ください。

趣味や特技を生かした活動

病院や買い物の付き添い、
話し相手、ペットの散歩、
庭の草抜き、家具の移動
など。

パソコンやカメラ、チラシ作り
など、あなたの得意なことから
始めてみませんか。
（P8 参照）

毎日の生活の中で手軽にできる
収集ボランティア

誰でも参加できるグループ活動
「アイ・あいロビー」で作った
「花植え・花守り隊」と
「福祉体験グループ」は
体験から気軽に参加できます。

何げなく捨ててしまっている使用
済み切手や書き損じハガキ、
ペットボトルのふた、プルトッ
プ、プリンターのインクカートリ
ッジなど．
．
．環境にもやさしく、
福祉活動の資金源にもなります。

（P9、P10 参照）

「アイ・あいロビー」は、みなさんの「何かしたい」を 応援しています！

「アイ・あいロビー」では、年間を通して随時登録を受け付けています。気軽にご相談ください。
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災 害 ボランティアに関 する事 前 登 録
協 力 のお願 い
「アイ・あいロビー」では、昨年の台風 21 号を教訓に、災害ボランティアに関する事前調査
を実施することにしました。
和泉市で大災害が発生した時、まずは自分や家族の安全確保が第一ですが、少し落ち付きを取
り戻した時、自分に何ができるか．．．。ぜひ、この機会に一度考えてみてください。

大災害
発生！

あなたは、生き残りました。家族も無事でした。
資格や経験を活かして、直ぐにボランティア活
動ができますか？

⓵災害 VC スタッフ

として活動
災害 VC（ボランティア
センター）が、立ち上がる

3 日～2 週間

⓶ 資格を活かして
（個人的な活動）

⓷

地域で活動

（経験を活かして）

Ex. 運転・配送、障がい者

（避難所など隣近所で）

Ex. バ イ ク 等 で 情 報 収

支援、外国人支援、救護所

周りの困っている人にでき

集、事務作業、ボランティ

支援、介護、保育、ブルー

ることをする。

アコーディネートなど

シート張り、大工仕事な

Ex. 話し相手、炊き出し、

ど

洗濯、安否確認など

後

応援ボランティアと被災者をつなぐ橋渡し
各地からの応援ボランティアさんは地域のこ
とが良くわからないので、活動が円滑に進むよう
協力することが必要です。
地元のボランティアさんが、日頃から培って
きたネットワークが役立ちます。

2 週間～2 か月
災害 VC が忙しく
なってくる頃

「アイ・あいロビー」から連絡がありましたら、みなさんの
復興状況に合わせて、無理をせずに、ご協力ください。
少しずつ日常生活を取り戻し始める中で、避難所や仮設住宅での生活で
ストレスが生じてくる時期でもあります。
この時期こそ日頃のボランティア活動が役立つ時です。
「アイ・あいロビー」には、さまざまな特技を持った人たちがたくさん登録
されています。その特技を活かして、高齢者や障がい者支援、子育ての手伝
い、外国人のサポートなど、精神的なサポートが大切になってきます。

復興期

⓸

災害 VC に届く一般の依頼

⓹

日頃の登録内容に合わせた依頼

屋内・屋外の片付け、

高齢者や障がい者支援

水運び

子育て支援

物資の仕分け

外国人のサポート

ポスティングなど

公園や神社の清掃
歌、踊り、マジック

「アイ・あいロビー」へ
バトンタッチ

など
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「アイ・あいロビー」 は、市民の力で運営しています。
・ボランティア・アドバイザーが相談からコーディネート、運営のお手伝いをしています。
・イベントは実行委員会形式で企画、実施しています。
・講座の企画、実施、ボランティアの交流事業、行政や大学との協働事業、冊子の発行など、
各種事業は、誰でも登録できる部会形式で実施しています。

つながる

あつまる
であい ふれあい たすけあい
出会いの場を提供します

「ひと」と「ひと」を
つなぎます
行政や学校、地縁団体
との恊働を行っています

まなべる
ボランティア・
市民活動の
担い手を
育成します

ボランティア・市民活動を広めます

「アイ・あいロビー」 は、みなさんの活動を応援しています。
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、イベント・講座の開催など、みなさんが活動しやすい環境づくりを行っています。

活動支援

相談支援
ボランティアに関する相談
ボランティアを必要とする人や施設からの相談

活動場所の提供

ボランティアの登録や照会、情報提供

会議室、ミーティングルーム、フリースペース

ＮＰＯ法人の設立申請、各種変更届け出など

設備の提供

手続きに関する相談、運営に関する相談

コピー機、印刷機、パソコン、プリンター、テレビ、

ボランティア保険の受付

プロジェクター、マイクなど
無線ＬＡＮによるインターネット接続サービス

備品や資料の貸出し

情報発信

車いす、高齢者擬似体験セット、アイマスク、
点字器、書籍、視聴覚教材、など

アイ・あいロビーニュース（情報誌）の発行

各種研修・講座・イベントの開催

ボランティア・市民活動紹介誌の発行

ボランティアや市民活動に関する各種講座

ボランティア情報、助成金情報の発信

ボランティア体験・福祉教育の推進

アイ・あいロビーメルマガ配信（aimag）

日帰りキャンプ、子育て応援ももやまキッズランド

ホームページ http://izumi-syakyo.net/aiai/

交流サロンやフェスティバルなど

facebook.com/izumi.aiai/

★みなさんの情報も発信できます！

★みなさんの活動を発表できます！

大量な資料の印刷には
印刷機がお得です。
用紙を持ち込むとさらにお得！
裁断機も無料でご利用できます。
チラシやポスターの印刷には
カラーコピーもあります。

活動に必要な設備や備品の貸し出し
「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！

車いす、高齢者擬似体験セットの他にも
アイマスク、点字板なども貸し出しできます。（無料）

「アイ・あいロビー」とつながろう！
ボランティア情報、研修・講座・イベント情報など
みなさんの活動に役立つ情報が満載！

最新情報を
お届けします！
ID:＠364avhit

facebook.com/izumi.aiai/

みなさまのお越しを、スタッフ一同
笑顔でお待ちしています。

市民のあらゆる公益活動を総合的にサポートする活動拠点
社会福祉法人 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

和泉市いぶき野五丁目1番7号

＜和泉中央駅南側歩行者デッキ・アムゼモール１階＞

開館時間 9：00～17：00
（休館日 毎月最終日曜日、年末年始）
TEL．0725-57-0294
FAX．0725-57-3294
Mail. aiailobby@izumi-syakyo.net
URL. https://www.izumi-syakyo.net/aiai/

