
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

   

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

新年あけましておめでとうございます。 

201７年は酉年、一人ひ「とり」がうまくいく酉年になりますよ 

うに。本年もよろしくお願いいたします。 
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泉南市ボランティアセンター 

ボ ラ ン テ ィ ア 最 新 情 報 

 

高齢者施設の利用者と 

囲碁の対局 
 

 

高齢者施設をご利用の方と一緒に囲碁を

していただける方・指導をしていただけ

る方を募集しています。 

◇活動日時 お一人ずつ、施設と 

相談させていただきます 
 

◇活動場所 泉南市内の施設 
 

※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。 
 

 

高齢者施設利用者の買い物介助 
 

「なでしこりんくう」などの利用者の外

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」> 

 
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歳ごろまでです。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？ 
 

◇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 

けや、花の苗の植え方やレイアウトを検 

討するなど 

＜発信：さくら草＞ 



 

 

  

 

 

  

 

   

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

２ ハイキングボランティア 
 

◇活動日時 春(４月)・秋(11 月)           
 

◇活動場所 近郊の山など 
 

◇内 容 社協で年２回行うハイキン

グの企画や下見およびハ

イキング当日の参加者の

サポート 
 

※健脚の方にお願いします 

＜発信：社協＞ 

出張美容室への移動介助 
施設で「出張美容室」がある際に、利用者を

会場まで誘導・見守りします 

◇活動日時：以下の日時から都合の良い時間

にお越しください。短時間 OK！ 

毎月第１火曜日・第２土曜日 

10 時～12 時・13 時～16 時の間 

 第１土曜日 13 時～16 時の間 

◇活動場所：特別養護老人ホームなでしこりんくう  

（りんくう南浜３－７） 

※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：特別養護老人ホームなでしこりんくう> 

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。 
＜発信：ボランティアセンター＞ 

 

 

ただいま泉南市社会福祉協議会では、

上記の義援金の受付を行っております。

お預かりした義援金は、大阪府共同募金

会を通じ、ご指定の被災府県へ届けられ

ます。義援金をお考えの方は、どうぞ社

協窓口をご利用ください。 
 

【募集期間】平成 29 年 3 月 31 日(金)まで   
【配分方法】義援金配分委員会を通じ、被災者へ配分 

【お問い合わせ】岩手県共同募金会 

TEL 019-637-8889 FAX 082-254-1975 

岩手県台風 10号大雨等災害義援金 

平成 28年熊本地震義援金 

【募集期間】平成 29 年 3 月 31 日(金)まで   

【配分方法】義援金配分委員会を通じ、被災者へ配分 

【お問い合わせ】熊本県共同募金会 

TEL 096-354-3993  FAX 096-353-4566 

平成 28 年鳥取県中部地震災害義援金 

【募集期間】平成 29 年 3 月 31 日(金)まで   

【配分方法】義援金配分委員会を通じ、被災者へ配分 

【お問い合わせ】鳥取県共同募金会 

TEL 0857-59-6350  FAX 0857-59-6340 



 

 

 

 

  

 

  

    

   

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

助成金のお知らせ（カッコ内は締切日） 

◆近畿ろうきんＮＰＯアワード 
（１月３１日必着） 

 ⇒近畿２府４県の非営利の市民活動・ボラン 

ティア活動を行う、NPO 法人と法人格のない任 

意団体に助成 

◆社会貢献基金助成 
（２月２８日必着） 

 ⇒①研究助成事業②高齢者福祉事業③障害者 

福祉事業④児童福祉事業⑤環境・文化財保全事 

業⑥国際協力・交流事業に助成 

◆北川奨励賞 
（１月１３日必着） 

 ⇒難病や障がいのある子供や親を支援する活 

動をしている団体の運営、イベント、家族への 

活動費用に助成 

◆地球環境基金助成金・LOVE BLUE 助成 
（１月１６日必着） 

 ⇒民意の発意に基づき活動を行う営利を目的 

としない法人その他の団体に助成 

◆杉浦地域医療振興助成 
（２月２８日メールにて提出） 

 ⇒保健・医療・福祉・介護福祉従事者等の他、 

行政、企業またはＮＰＯ、ボランティア等の連 

携している団体に助成 

 

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 

 

 

 

 

 

◎エプロン返却のお願い 

オレンジのボランティアエプロンの数が

大変少なくなっています。しばらくご利用に

なられないボランティアさんは、恐れ入りま

すがボランティアセンターまで 

ご返却をお願いいたします。 

 

◎ボランティアセンターは、１月１０日（火）

までお休みです 

 

◎特別養護老人ホームなでしこりんくう様

より、お歳暮をいただきました。 

ありがとうございます 

 

◎２月から、平成２９年度（４月～平成３０

年３月）のボランティア登録更新手続きをは

じめます。詳しくは次回の『すまいる』をご

覧ください 

 

◎ペットボトル回収報告 

10 月～12 月で集まったペットボトルキャ

ップは約 7200 個でした。 

引き続き、ご協力をお願いします 

 

 

【事務局 阪本】 

 

 

 

 

 

 

 ボランティアサロンでも講師をして頂いた相

川さんに、障がい者スポーツ教室の講師を務めて

いただきます。市内在住の障がい手帳・療育手帳

をお持ちの方、その介護者・家族を対象にしてい

ますので、お近くに対象となるお知り合いがいま

したら、ご紹介をお願いします。 

申込み期間は 1 月 16 日(月)まで 

申込み・問い合せ：泉南市総合福祉センター 

ＴＥＬ ４８５－０７０７ 

３ 

 年 4 回程度開催しているボランテ

ィアサロン。それの企画・運営をし

ているのがボランティアサロン実行

委員です。ボランティアを身近に感

じてもらえるように、そして何より、

皆さんに楽しんでもらえるようにと

様々なものを企画しています。少し

でも興味があるサロンがありました

ら是非ご参加ください。実行委員も

募集しております。 



 

 

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

■□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。 

予 
告 

 

場 所：あいぴあ泉南 ３階 研修室１ 

定 員：４０名    

対 象：講座内容に関心のある方、現在ボラン

ティア活動や防災活動に関わってい

る方など 

受付期間：１月１６日(月)～２月６日(月) 

申込方法：上記期間中に、お名前、電話番号を社

会福祉協議会へお伝えください 

         （平日の 9 時～17 時 30 分） 

その他：手話通訳等をご希望の方は、１月 30

日（月）までにお申し込みください 

申込み先：泉南市社会福祉協議会   

     ＴＥＬ  072-482-1027 

FAX  072-482-1618 

 

 

 

ボランティアサロン実行委員会 

場 所：あいぴあ泉南 ３階 研修室１ 

講 師：泉南警察署 防犯係 担当職員 

定 員：３０名    

申込受付期間： 

１月２５日(水)～２月８日(水) 
  

 

■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 

 

４ 


