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泉南市ボランティアセンター

残暑が厳しい 9 月ですが、健康管理に十分気をつけて
ボランティア活動をしましょう！

ボランティア最新情報

保育ボランティア
子ども総合支援センターへ通園している子
どもの保護者が勉強会をしている間に、その
子どものきょうだいの保育をするボランテ
ィアです。子どもの年齢は 6 か月～２歳頃
までです。子育て支援活動に参加しませんか？
資格は不要。子どもが大好きな方はぜひお越
しください。
◇活動場所 子ども総合支援センター
（旧信達保育所・信達牧野）
◇日
時 第１・第３水曜日
９時 30 分～11 時 30 分
＜発信：保育「ダンボの会」＞

あいぴあ前の花壇の花植え
「あいぴあ前の花壇をお花でいっぱい
に」花の手入れをするボランティア活動
を一緒にしませんか？

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
３階ボランティアセンター
◇日 時 平日 10:00～13:00
13:00～16:00
（交代制 月１～２回）
曜日・時間等ご相談に応じます
◇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。

＜発信：ボランティアセンター＞

エクササイズウォーキング
毎月第 1・2・3・4 木曜日に俵池公園グラ
ウンドにて、生活習慣病予防・健康促進のた
めのウォーキングが開かれています。
そちらの参加者や運営の手伝いを
してくれる方を募集します。

◇活動日時 月に 1 回程度
◇場
所 あいぴあ泉南
◇内
容 あいぴあ泉南の花壇のお花
の手入れ（花がら摘み・草抜き）年に３
～４回、花壇・プランターの苗の植え付
◇活動日時 毎月第 1・2・3・4 木曜日
けや、花の苗の植え方やレイアウトを検
9:30～11:00（8 月は除く）
討するなど
◇活動場所 俵池公園グラウンド
＜発信：さくら草＞
＜発信：社会福祉協議会＞

デイサービス利用者と
囲碁の対局
高齢者施設（デイサービス）をご利用の方と
一緒に囲碁をしていただける方を募集して
います。
◇活動日時 毎週水曜日・金曜日 午後
（各曜日お一人ずつ・時間は相談に応じま
す）
◇活動場所 このゆびとまれデイサービス
センター（馬場２－８－１２）
※直接施設へ連絡せずに、一度
ボランティアセンターまたは
社会福祉協議会へご連絡くだ
さい。

＜発信：このゆびとまれデイサービスセンター＞

演芸や音楽などの特技を生かして

２

あなたが趣味でしているギターなどの音楽
や手品などの特技を、施設を利用されている
方たちに披露して一緒に楽しみませんか？
同時に、フラワーアレンジメント
や習字などを利用者の皆さんに
教えていただける方を募集中で
す！
◇活動場所 特別養護老人ホームなでしこ
りんくう／なでしこりんくうデ
イサービスセンター／ライフポ
ート泉南（りんくう南浜３－７）
◇日
時 ご相談に応じます
＜発信：特別養護老人ホームなでしこりんく
う/なでしこりんくうデイサービスセンタ
ー/ライフポート泉南＞

ミニデイサービス「ぽぷり」
◇活動日時
◇活動場所
◇内

毎週金曜日 ９時 30 分～15 時
泉南市総合福祉センター（あいぴあ泉南）
３階 ヘルパー室
容 あいぴあサロン（高齢者ミニデイサービス）に
て、スタッフとして利用者の皆さんと軽い体操
や手芸などを楽しみます

参加者も募集中です！
対象：70 歳以上、もしくは障
がいのある方で、なるべく自
力であいぴあに来ていただけ
る方
※詳細は社会福祉協議会まで

助成金のお知らせ（カッコ内は締切日）
◆ヤマト福祉財団

小倉昌男賞（９月１５日必着）

⇒障がい者の仕事づくりや雇用の創出、拡大、労働条件の改善などを積極的におし進め、
障がい者に働く喜びと生きがいをもたらしている方に助成
◆大和証券福祉財団（9 月 15 日消印有効）
⇒高齢者、障がい児者、児童等への支援活動及びその他、社会的意義の
高いボランティア活動をしている方に助成
◆大和ハウス工業（9 月 30 日必着）
⇒難病等で長期療養している子どもやその家族への支援活動に助成

大阪府社会福祉協議会のＨＰもご覧ください
（http://www.osakafusyakyo.or.jp/joseikin/index.php）

３

8 月 11 日（木祝）に泉南市ボランティア
センターのメンバーが黄色いレシートキャ
ンペーンの呼びかけ運動に参加しました。祝
日ということもあり、たくさんのレシートが
投函されました。
ご協力していただいた皆様、
本当にありがとうございました。
投函されたレシートは、その合計金額の
１％分が助成金（ギフトカード）としてイオ
ンから贈呈され、ボランティアセンターの消
耗品や必要な物品購入に使わせてもらって
います。

7 月 28 日（木）
・29 日（金）
・8 月 18 日
（木）
・19 日（金）の４日間で、毎年恒例の
紙芝居ボランティア「拍子木」による『夏休
み子ども手作り紙芝居教室』を開催しまし
た！
講師にはおなじみ高鳥公子先生（演技指
導）、古田加代先生（絵画指導）を招き、４
日間かけて子どもたち一人ひとりの気持ち
がつまった世界でたったひとつの作品を作
りました。今回できた作品は、11 月に泉南
市立文化ホールで開催する『紙芝居まつり』
にて、発表されます。

先月号に同封させていただきました、地域福祉
に関するアンケート調査にご協力していただき
まして、ありがとうございました。このアンケー
トは「泉南市地域福祉計画及び
地域福祉活動計画」に役立て
られます。

【事務局】

●○次回のボランティアサロンのお知らせ○●

場 所：あいぴあ泉南 1 階 大会議室
講 師：岡本 千賀子さん
定 員：２０名
参加費：１00 円（お茶菓子付き）
持ち物：大型バスタオル
（なければバスタオル 2 枚）
フェイスタオル
動きやすい服装
飲み物

申込受付期間：
８月２３日(火)～９月６日(火)
受付時間は平日の 9 時から 17 時 30 分です

※定員に達し次第締め切ります

お問い合わせ・申し込みは
泉南市ボランティアセンター及び
泉南市社会福祉協議会まで！

該当します。（領収証が必要です）
皆様のあたたかいご支援、ご協力
をお願いいたします。
こちらの義援金は、税制上の優遇措置（寄
付金控除、損金算入）が認められる寄附金に

４

■大分県共同募金（9 月 30 日まで）
■熊本県共同募金会（3 月 31 日まで）
■中央共同募金会（3 月 31 日まで）

今年もボランティア研修会の時期がやってきました！
今回は淡路島へ向かい、
「盲老人ホーム 五色園」を見学し、特別展「あわじガーデン
ルネサンス ２０１６」が行われている「星の奇跡の植物館」を散策しながら、ボランテ
ィアさん同士交流を深めたいと思います。申込期間、定員数がございますので、申し込み
はお早めにお願いいたします
皆様のご参加お待ちしております！

日 時：10 月６日（木）
7 時 45 分～17 時 30 分（予定）
集合場所 ：あいぴあ泉南 北側砂利駐車場（臨時駐車場）
※お車はできるだけ乗り合わせてお越しください
行 き 先：盲老人ホーム 五色園 他、奇跡の星の植物館（兵庫県洲本市・淡路市）
参 加 費：３,000 円（当日徴収します）
対

定

員：５５名（お申し込み順です）

象：泉南市ボランティアセンターにご登録いただいているご本人のみ

申し込み期間：９月 1 日（木）～ ９月１６日（金）
※上記期間内のみ受付。期間内に定員に達した場合は、
申し込み受付を終了します。
お申し込み・お問い合わせ先：
泉南市ボランティアセンター 電話
FAX
泉南市社会福祉協議会
電話

４８３－０２９４（平日 10 時～16 時）
４８３－０３５３
４８２－１０２７（平日上記以外の時間）

■□お問い合わせ□■
泉南市ボランティアセンター
住
所
電
話
Ｆ Ａ Ｘ
メールアドレス
U
R
L
泉南市社会福祉協議会
電
話
F
A
X

〒590-0521 泉南市樽井１－８－47 あいぴあ泉南 3 階
０７２－４８３－０２９４
０７２－４８３－０３５３
sennanshi-vc@sennan-shakyo.or.jp
http://sennan-shakyo.or.jp/^sennanvc/
０７２－４８２－１０２７
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。

