
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

   

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

まだまだ寒い日が続いていますが、お元気でお過ごしでしょう

か？！ ボランティアにご興味がある方、まずはお話しだけで

も！お気軽にボランティアセンターへお越しください！ 

お待ちしております！！ 

 

発行 2018.２   

泉南市ボランティアセンター

ボ ラ ン テ ィ ア 最 新 情 報 

 ボランティアセンターに登録いただいております皆さま、いつもボランティア活動

にご協力ありがとうございます。 

 ボランティアセンターにご登録いただきました際、皆様には活動時の事故等の補償

として、ボランティア保険（通年型、掛金 500 円）に加入いただいており、皆様に

200 円のご負担をいただいております。（社会福祉協議会で 300 円を負担しております）

また平成 30 年度も登録継続をしていただくため、大変申し訳ございませんが、皆

様に保険料 200 円のご負担をお願い申し上げます。 

 ただし、民生・児童委員や地区福祉委員で 30 年度も同様に活動される予定の方、

他団体で同じ内容のボランティア保険に加入する方は、グループの代表者か、社会

福祉協議会へ継続・非継続や登録内容の変更の有無をお知らせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ボランティア保険に未加入の状態でのボランティア活動は推奨されないため、締

切までに保険料をお支払いただけない場合は登録休止となり、お支払いの時点で再

登録となります。ご了承のほどお願いいたします。 

※ボランティアセンター登録継続のお知らせのため、 

「すまいる」を全員に郵送で送らせていただきました。 

グループ登録ボランティアの場合 

２月 2８日（水）までにグループ代表者

の方（または代理の方）へ継続・非継続

の意思を表明し、継続の方は保険料

200 円をお支払いください。 

※代表者の方とご都合が合わない場合

は、恐れ入りますが期限までに社協窓口

へお越しください。 

個人ボランティアの場合 

ボランティア登録を継続いただける場

合、３月 12 日（月）までに社協窓口へ

保険料 200 円をお支払いただきますよ

う、お願いいたします。 

詳細は同封の文書にて説明させていただ

いております。 
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高齢者施設利用者の買い物介助 
 

「なでしこりんくう」の利用者の外出介

助（主に買い物同行）を一緒にしません

か？ 
 

◇活動日時：毎月第２・第４金曜日 

      13 時～15 時 30 分 

◇活動場所：イオンりんくう泉南店 

（りんくう南浜） 

※施設の行事等により、日程を変更することがあります  

<発信：外出介助「ふれあい」>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご興味のある方はぜひ見学にお越しください！ 

 年５回発行の「社協せんなん」「ボランティ

アセンターだより」をカセットテープに録音し

て、視覚障害の方に届けています。メンバーは

５人で一人１面を担当して、わかりやすく伝わ

るよう工夫しながら読んでいます。 
 

 活動日は、発行される前月(1・4・6・8・

10)の最終木曜日。12：30～あいぴあ泉南

3 階のヘルパー室で録音しています。 

＜発信：音訳「あいうえお」＞ 

ボランティアアドバイザー（センター当番） 
◇活動場所 あいぴあ泉南（樽井）３階 ボランティアセンター 

◇活動日時 平日 10 時～13 時/13 時～16 時（交代制 月１～２回） 

◇内    容 ボランティアセンターにボランティアの相談で来られた方の応対をお

願いします。 

また、ボランティアセンターの電話応対や、泉南市ボランティア連絡協議会で集め

ているペットボトルキャップ・古切手等の整理などもお願いします。 

 ボランティアセンターに

寄付していただいている

ペットボトルキャップは、

年に４回泉南青年会議所

から委託を受けた（株）再

資源が回収しに来てくれ

ます。回収されたペットボ

トルキャップは再資源化

する事業所からリサイク

ルすることで、現金化さ

れ、その後、「ＮＰＯ法人

世界の子どもにワクチン

を日本委員会（ＪＣＶ）」

に全額寄付され、途上国

の子ども達にワクチンと

して役立てられていま

す。 

1 キロ（約 400 個）＝10

円（2016 年）で買い取ら

れ、キャップ約 800 個

（20 円）でワクチン１人

分に相当します。 

 



 

 

 

 

  

 

  

    

   

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

     

助成金のお知らせ（カッコ内は締切日） 

◆一般社団法人 大阪府人権協会（２月２８日必着） 

 ⇒人権問題の解決に取り組むＮＰＯ・市民団体に助成 

◆杉浦地域医療振興助成（２月２８日メールにて提出） 

 ⇒医療従事者及び介護従事者等の多職種が連携して「地域包括ケア」「健康寿命の延伸」を実

践している研究もしくは活動に助成。 

 

大阪府社会福祉協議会のＨＰもご覧ください 

URL:http://www.osakafusyakyo.or.jp/joseikin/index.php 

 

「ボランティアセンターだより」は、年

５回「社協せんなん」の第 4 面に掲載さ

れ、「広報せんなん」と一緒に全戸配布さ

れています。 

「ボランティアセンターだより」の編集

委員は１０名程度で、泉南市ボランティ

ア連絡協議会に所属するグループの代表

や有志、個人ボランティア 

も参加しています。 

 記事作りは２カ月ほど前から始め、

数回の編集を重ねて発行されます。 

記事の内容は、所属グループの紹介

や活動報告が中心ですが、毎回みんな

で知恵を絞り、所属外のボランティア

グループや個人を紹介することもあ

ります。 

新聞の編集に関心のある方は、参加

をお待ちしています。詳しくは泉南市

ボランティアセンターまで。 
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2 月 11 日（祝）10 時～17 時の間、泉南

市ボランティアセンターは、イオンりんくう

泉南店での黄色いレシートキャンペーンの推

進活動に参加します。 

当日お立ち寄りの皆さまは、 

ぜひご協力をお願いします。 

事務局より～♫♫ 

皆さま、いつも大変お世話になっております。

１月もボランティア希望の方よりご相談があ

り（女性の方１名）、大変嬉しく思っておりま

す！ ２月はボランティアサロンでは「お料

理教室」を開催いたします。３月は、ボラン

ティア講座として、「聴導犬と共に生きる」を

開催いたします。詳細は、４ページに記載し

ておりますので、皆さまのご参加ぜひお待ち

しております！インフルエンザや、風邪など

流行っておりますが、お身体に気をつけてお

過ごしください。ボランティア保険の更新も

お手数ですが、よろしくお願いいたします。 



 

 

  

 

     

 

 

 

 

 

■□お問い合わせ□■ 

泉南市ボランティアセンター 

住 所     〒590-0521 泉南市樽井１－８－47 あいぴあ泉南 3 階 

電 話     ０７２－４８３－０２９４ 

Ｆ Ａ Ｘ     ０７２－４８３－０３５３ 

メールアドレス     sennanshi-vc@sennan-shakyo.or.jp 

U R L     http://sennan-shakyo.or.jp/^sennanvc/ 

泉南市社会福祉協議会  

電 話     ０７２－４８２－１０２７ 

F A X     ０７２－４８２－１６１８ 

この「ボランティア通信すまいる」は共同募金配分金により作成するものです。 

４ 

■お問い合わせ・お申込み先 

泉南市ボランティアセンター 

TEL：483-0294 FAX：483-0353

泉南市社会福祉協議会 

TEL：482-1027 FAX：482-1618

場 所：保健センター２階 栄養指導室 

講 師：泉南市食生活改善推進協議会の皆さん

定 員：20 名  

参加費：800 円   

持ち物：エプロン、三角巾、タオル 

申込受付期間： 

2 月５日(月)～２月１６日(金) 

ボランティアサロン実行委員会

場 所：あいぴあ泉南 １階 大会議 

講 師：ＮＰＯ法人 MAMIE
マ ミ ー

 代表 安藤
あんどう

美紀
み き

さん 

定 員：６０名 

参加費：無料 

受付期間：2 月 5 日(月)～3 月 9 日(金) 

申込方法：上記期間中に、名前、電話番号を下記まで 

お伝えください（平日の 9 時～17 時 30 分） 

申込み先：泉南市ボランティアセンター 

       ＴＥＬ 072-483-0294 

泉南市社会福祉協議会   

       ＴＥＬ 072-482-1027 

～みんなで手話を覚えよう！～ 

聴導犬を知っていますか？ 

聴導犬アーミを連れての講演

です！“ミニ手話講座”や 

“手話ソング”などもありま

すので、ぜひご参加お待ちし

ております！！ 

～健康づくりは食育から～ 

塩分とカルシウムに気をつけた、 

とっても美味しい～メニューです！

 

《メニュー》 

・鮭のピカタ ・彩りすいとん汁 

・ツナとキノコのトマトパスタ 

・ご飯  ・いちごのムース 


