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地域の課題解決又は発展を目的とする団体 ３月 1 日現在 151 団体

（3 月 1 日現在の予定）
芦屋さくらまつりボランティア【4 月 1 日～3 日】
ゴミのない美しい会場に！リードあしやがボランティアをコーディネートします。

【講座】はじめてみよう初心者のためのボランティア講座【4 月 15 日】
ボランティアをやってみたいけど…そんなあなたの一歩を踏み出すお手伝い。

春

希望があれば具体的な活動先も紹介します。

【講座】NPO 法人設立の基礎講座【5 月 13 日】
なぜ法人化？メリット・デメリットは？設立前に考えるべき基本的事項を学びます。

トライやる・ウィーク受入【5 月～6 月予定】
リードあしやが市内の中学生の職業体験の場所に。
市民活動の現場を経験するプログラムを予定しています。

あしや市民活動フェスタ【6 月 17 日】
今年は「明日の芦屋を考える市民団体と若者会議」を開催します。

以前から実施しているも

著名な芦屋市民の方々が参加します。ファシリテーターは山崎亮氏。

の、初めて実施するも

第３回自主講座企画応援プログラム【7 月応募開始】

の･･･いろいろご用意し

新しい講座企画をブラッシュアップしたい、資金的な支援が欲しいなど、

ています。ご期待下さい。

団体が自主企画する講座を支援します。
（助成金 3 万円他）

まだまだ準備段階で、全

夏休みわくわく子どもスペシャル【8 月 1 日～5 日】

夏

リードあしやで
4 月以降に予定して
いる、催しや講座を
ご紹介します。

小中学生向けプログラム、今年も好評につき開催決定。

てをお伝えすることはで
きませんが、決定次第、

絵画・読書感想文・外国文化・自然科学・工作・自由学習・

順次告知いたします。

社会的学習などを得意とする市民活動団体やボランティア

皆様のご協力・ご参加お

の皆様が、子どもたちへ、夏休みを有意義に過ごせる居場所

待ちしております。

を提供します。

７７７プロジェクト（地域課題解決の仕組みづくり）
芦屋全市民が楽しめる夏の日を極めます。ウルトラ兄弟や怪獣が芦屋市内に出没？！（リードあしや
は、市民活動のアドバイザー的役割の「あしや笑顔ネット」の運営と、そこから生まれた「777 プロ
ジェクト」の運営支援をしています。）

避難訓練
公光分庁舎合同避難訓練。当日、来館の皆様と一緒に行います。

情報交換・団体交流会
２年間実施してきた交流会をリニューアル。年１回のペースに変更になり
ました。ティーパーティ形式で、団体同士がより交流しやすい場に。

秋

あしや秋まつりボランティア
ゴミのない美しい会場に。リードあしやがボランティアをコーディネートします。

普通救命講習会（AED 講習会）
救急車が到着するまでに私たちができることは？緊急時の応急処置を学びます。

緊急地震速報訓練（シェイクアウト訓練）
緊急地震速報に合わせて避難行動の確認をする訓練です。当日、来館の皆様と一緒に行います。

【講座】伝わる表現講座
毎年好評の講座。チラシづくりと文章の書き方の 2 回シリーズで実施します。

演芸ボランティアフェア
楽器演奏、歌、手品、ダンス、人形劇など、ステージで一芸を披露するボランティア
グループが一同に集まります。うちの施設に来てほしい、私も参加したい、

冬

そんな市民の皆様が自由に観覧できるイベントです。

【講座】ボランティアマネジメント講座
ボランティアを受け入れるためのポイントは？ボランティアを新しく受け入れるところも、
よりよいボランティア活動の環境を作りたい施設の担当者にも聞いていただきたい講座です。

【講座】初心者のためのボランティア講座
ボランティアをやってみたいけど…そんなあなたの一歩を踏み出すお手伝い。
希望があれば具体的な活動先もご紹介します。

第 29 回 芦屋さくらまつり
<日

<内

時>

容>

４月１日（土）８：00～20：00

「ボランティアしたい！」と団体、個

４月２日（日）９：00～21：00

人の方々が続々と申し込んで下さって

４月３日（月）９：00～10：00

いますが、夜間と 4 月３日午前中は、

会場内の清掃・ボランティアの受付・休憩所の

まだまだ人数が不足しています。

運営・楽器運搬・警備補助など

まずはお問い合わせ下さい。

<場

所>

芦屋川東側道路（大正橋～国道２号・業平橋）

ゴミのない美しく、楽しいまつりにす

<対

象>

中学生以上（小学生以下は、保護者同伴可）

るのは、私たちみんなの心がけひと

但し、夜間は中学生以下不可

つ！ゴミを分別し所定の場所に捨てま

リードあしや 橋野

しょう。基本は持ち帰ることです。

<申

込>

Tel 0797-26-6452/mail aia@ashiyanpo.jp ご協力をお願いします。
※「第 29 回 芦屋さくらまつり」主催：芦屋さくらまつり協議会
詳細は http://www.city.ashiya.lg.jp/sankaku/sakura/sakura.html をご覧ください。

第 2 回 自主講座企画応援プログラム
「憲法を変えると何が変わる？～若手弁護士劇団の劇＆トーク～」
（芦屋「九条の会」）（12 月 17 日）
「明日の自由を守る若手弁護士の会

兵庫支部」の弁護士 11 名が登壇し、憲法のことにつ

いて劇仕立てでわかりやすく解説。会場と弁護士のみなさんとの意見交換も活発に行われま
した。参加者の皆様からは「仕組みがよくわかった」、「もっと勉強したい」と好評でした。
主催者は「初参加者の方も 8 名、芦屋市内の方も 5 名参加され、ジワリと認知が広まってお
り手ごたえを感じています。」（参加者 43 名）
次の 2 つの講座は次号で詳しくご報告します。
「大人のための絵本の世界 part2」（NPO 法人「絵本で子育て」センター）
（12 月 8 日～1 月 21 日、3 回講座）
「ボランティア養成講座

やってみよう！楽しい腹話術」（芦屋 Tio クラブ）
（11 月 10 日～2 月 9 日、7 回連続講座）
（奈良）

ボランティア受け入れの基礎講座（12 月 9 日）
ボランティアマネジメントの基本的な事項と流れについて講師から解説し、
受け入れ施設担当者の方から事例紹介をしていただきました。参加者からは、
「施設内部での職員の意識醸成が大切だと分かった。」
「施設と地域の
関わりを深めていきたい。」との感想がありました。来年度も継続し
て開催する予定です。（参加者 8 名）（奈良）

印刷サービス
27 年度にコピー機、28 年度に輪転印刷機が新しくなり、
たくさんの方々に利用していただいています。
コピー機は、白黒・カラー印刷はもちろん、単色・2 色印刷も可能です。
様々な使用方法を提案します。1 枚からでもご利用ください。（出口）

交流スペースでの展示・販売
団体・個人を問わず、交流スペースで展示・販売できるようになりました。
展示・販売には予約が必要です。受付でご相談ください。
団体の紹介・活動内容の展示・活動実績の販売で、団体のアピールに是非
ご利用ください。（出口）

登録団体紹介冊子、リニューアル予定
平成 29 年度はリードあしや登録団体の登録更新年です。それに合わせて、紹介冊子をリニュー
アルします。12 月より作成し、完成は平成 30 年 4 月を予定しています。各団体の活動を広く
市民の方々に知ってもらうためにも、登録団体の皆様、ご協力お願いいたします。（出口）

平成 28 年度芦屋市民活動センター

リードあしやのご利用状況
（平成 28 年 4 月～平成 29 年 2 月）

数字から見るセンター利用状況
※（

の演芸ボランティアを紹介してほしいといった

）内は前年度同期の数字です。 相談もありますが、ボランティアの主体的な企

平成 28 年 4 月から平成 29 年 2 月 28 日まで 画、運営につながる受け入れ方についての相談
の利用者総数は 16,607 人（13,647 人）、印刷機 もありました。
等機器利用者は 2,426 人（1,801 人）と増加して

ボランティア活動したいという相談件数は 2 倍

います。会議室の利用は 1,561 回 10,800 人 以上に増えています。ボランティア講座の開講
（2,039 回 10,351 人）
で、稼働率は 49％（57%）。 や館内でのボランティア情報掲示など、ボラン
昨年度は他施設の補修工事によって一時的に会 ティア活動に関する PR を増やした効果ではな
議室の利用回数が増えていましたが、工事終了 いかと思います。
にともなって今年度は減少したと考えられます。居場所づくりへの関心高まる
高齢者の居場所づくりについての相談が 2 件あ
相談対応の状況
相談件数、時間とも増大

りました。マンションや公団など集合住宅での
高齢者の孤立に危機感をもつ住民から相談が寄

相談件数の総数は 275 件、相談対応時間は せられています。
7,705 分（約 128.4 時間）。2 月末の段階で昨年
度よりも相談件数は 14％増加しています。

高齢者介護の在り方について政府の方針がシ
フトしていく中、担い手の主軸が地域の人びと

月ごとの推移をみると 6 月が最も多くなって やボランティア、NPO へと移行する部分が増え
いますが、対応時間数でみると 10 月が一番長く ると予想できます。こうした人々の「居場所」を、
なっています。これまでと異なる傾向です。

市民活動が支える意味はなにか、共助の範囲、公

ボランティアに関する相談増

助の必然性など、私たち市民活動センターとし

最も多いのが運営相談で 29％（80 件）。次いで ても常に問い直す必要があるテーマだと切実に
ボランティア活動に関する相談が 14％（39 件）、 感じます。
ボランティアの受け入れに関する相談が 12%
（34 件）、行政からの相談が 8%（23 件）、広報
に関する相談が 5％（14 件）、パソコン相談が 5％

ご意見お待ちしています
平成 28 年度は、アンケートを常時設置し、季

（13 件）、団体設立に関する相談が 5%（12 件） 刊紙、ホームページ、交流スペース掲示板で、ご
と続いています。
全体としては昨年度よりも現時点でボランテ

提案やご質問にお答えしてきました。
平成 29 年度も、皆様の市民活動が充実できる

ィア受け入れに関する相談が約 5 倍になり、特 ように支援する施設として、職員一同取組んで
に高齢者施設でボランティア受け入れに関する まいります。ご意見をお待ちしております。
相談が増えています。従来のようにイベントで

（橋野・奈良・出口）

芦屋市立あしや市民活動センター

リードあしや
□利用の案内
・利用時間: 午前９時～午後 5 時(月曜日～土曜日)
・休 館 日: 日曜日・祝日（国民の休日）
・年末年始
□アクセス
・阪神「芦屋駅」から
徒歩約 5 分
・J R「芦屋駅」から
徒歩約 10 分
・阪急「芦屋川駅」から
徒歩約 10 分

編集後記
今年度最終号は、平成 29 年度の年間予定を中心
にご案内しております。いかがでしたか？
より良いイベント・講座を開催しようと、準備
を着々と進めています。
皆様のご協力・ご参加を、心からお待ちしてお
ります。
（境田）

