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新コピー機が設置されました
品質向上 見た目も綺麗に
 画質が良くなり、写真などのカラー印刷がよ
り鮮明に、コピー機からの直接印刷も可能
 はがき、封筒、名刺、コート紙（光沢のある
紙）使用可能 ※ただし、インクジェット紙
は故障の原因になるので使用できません。
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新機能もご紹介

さらに、白黒・カラー以外の新しい機能が追加
 「2 色刷り」は、色の組み合わせによっては
カラーのような仕上がり
 「単色刷り」は、文字・写真などを、カラー
全 12 色の内１色を使っての印刷

 インクの渇きが早く、両面印刷もスムーズ
↓↓料金はこちら↓↓
印刷方法

Ａ４・Ｂ４

Ａ３

単色（1 枚）

10 円

10 円

2 色（1 枚）

15 円

20 円

1 月 5 日（火）～15 日（金）の間に交流スペ
ースで新しいコピー機の見本を展示します。是
非、一度手に取ってご覧ください。印刷方法等
のご相談も承ります。

印
刷
例

２色刷り
（ブラック＋レッド）

２色刷り
（ブルー＋ピンク）

単色刷り
（レッド）

講座開催のお知らせ
●かきかた講座
なかなかうまく表現できない！伝わらない！
そんな悩みにお応えする講座です。
＜プロに学ぶ！伝わる文章の書き方＞
日時：2016 年 1 月 30 日(土) 10:00～12:00
場所：リードあしや 会議室
講師：神戸新聞社 阪神総局 畑野士朗さん

●登録団体自主企画講座
リードあしやの企画支援する講座が続々開講しています。
・原発をなくそう芦屋連絡会
「再生可能エネルギーについて考える」
第 3 回めざそう！再生可能エネルギー中心の日本
～先進国の取り組みと日本の状況
日時：2016 年 1 月 30 日（土）13:30～15:30
場所：リードあしや 会議室 資料代 500 円
・NPO 法人「絵本で子育て」センター
「大人のための絵本の世界」
日時：2016 年 1 月 14 日・28 日(木) / 2 月 13 日(土)
10:00～11:30 託児あり 1 人 300 円/回（要申込）
場所：リードあしや 会議室
・芦屋「九条の会」
「憲法には暮らしの知恵がいっぱい」
日時：2016 年 2 月 27 日(土) 1４:00～1６:０0
場所：リードあしや 会議室

登録団体紹介１

芦屋写真協会

会長

なべしま

鍋島 タモツさん

2011 年 6 月に設立し、
「新しき美の創作と発
見」をテーマ、「写真の街・芦屋」を拠点に、
高校生から 80 歳代まで、様々な世代が幅広く

アジアなどで
国際的に幅広
く展覧会を開

交流しています。メンバーの中にはプロの方も
おり、講師として研修会や、評価会を開催し切
磋琢磨しています。また、フランス・パリの写
真クラブとの交流も深く、隔年で合同展覧会を
開催しています。2015 年は、開催間際にフラ
ンスでのテロ事件と遭遇するというアクシデ
ントもありましたが、今後は、芦屋の文化を全
国から世界に広めるため、ニューヨーク、東南

きたいとのこ
と。例会を取
材させていた
だき、熱いものを感じました。作品・イベント
案内等詳しくは、下記の芦屋写真協会のホーム
ページからぜひご覧ください。
http://ashiyaphoto.jp/
（取材：石本）

講座等報告
●AED 講習会（9 月 19 日）
芦屋市消防本部救急課の方を講師にお招きし
「ＡＥＤ講習・交流会」を行いました。日頃さ
まざまな活動をしている団体同士が一緒に、応
急処置を学ぶ目的で開催し、11 名の方が参加
されました。芦屋市消防本部の現状や救急出動
体制などの講義後、ＡＥＤを使用しての心肺蘇
生の方法などの実技を行いました。実際にＡＥ
Ｄを使ってみると、機械操作は簡単でしたが、

●情報交換・団体交流会

心肺蘇生に
は体力が必
要であり、
周りの人達
との協力が
大切である
ことを学び
ました。(報告：出口)

定着してきました！（9 月 12 日、12 月 5 日）

第２、３回の情報交換・
団体交流会を開催しまし
た。第 3 回では芦屋市だ
けでなく大阪市域で活動
する団体の方も来られ、
参加者の層が広がってき
ました。財源や人材などこれまでの回と共通す
る問題についての知恵の交換もさることなが

ら、団体同士の新たな連携の芽も生まれていま
す。個々の団体の中だけでは自分たちの活動だ
けで閉じてしまいがちですが、他の団体との出
会いによってワクワクする活動に発展します。
ぜひ多くの団体の方にご参加いただきたいと
思います。次回は３月５日（土）10 時から開
催します。（報告：奈良）

●リードあしやアンケート（９月～11 月）
アンケート総数は 10 件。自由記述で、「漫画
やテレビゲームを置いてほしい」「会議室利用
時 3 時で入れ替え利用時、５～10 分のゆとり
が欲しい」というご意見等をいただきました。
漫画に関しては市民活動に即したものであれ

登録団体紹介２

ばおけますが、テレビゲームは難しいです。会
議室の利用時間に関してはご不便をおかけし
申し訳ありません。今後検討させていただきま
す。（報告：橋野）

あしや民話の会

代表

つのだ

角田

のぶこ

亘子さん

毎月の定例会は、午前中は講師の方からの学び
の時間、午後からは個々の練習時間です。芦屋
にまつわる民話は、打出の小槌、松浜公園の鵺

聞かせを披露す
る機会があれば、
ぜひ取組みたい

塚のおはなし等が 17 話ほどあり、老人会や小
学校で朗読を行っています。それらを中心に山
本周五郎の「ちゃん」、徒然草、方丈記など様々
な時代の作品を勉強しています。今年度はあし
やキッズスクエアにも参加。朝日ヶ丘小学校の
授業の中で、民話を披露して、子どもたちに好
評でした。今後も、市内の小学校で民話の読み

と意欲満々。毎月
第 2・第 4 金曜日
10 時～15 時に、
リードあしやで
活動中。興味のあ
る方は覗いてみてください。（取材：石本）

リードあしやからのお知らせ
年末年始休館のお知らせ

12/27(日)～1/4(月)の間、休館させて頂きます。
2015 年も、たくさんのご利用をありがとうございました。2016 年も皆さま
にとって良い年でありますよう心からお祈り申し上げます。
1／５（火）から通常通り開館いたします。
チラシラックの配置がかわりました
助成金情報やボランティア募集、イベント案内な
ど交流スペースのチラシの分類を見直し、より見
やすく配架しました。配架をご希望の市民活動団
体の方は受付にご相談ください。
パブリックコメント資料設置

各種相談日
●NPO・ボランティア相談
毎週火曜日・金曜日 10 時～15 時
ボランティアや NPO など市民活動に
関することなら何でも OK です。
●パソコン相談（登録団体限定）
毎週水曜日 10 時～１５時
会報誌作成のアドバイスなど。
※いずれも予約制。事前にお電話ください。
TEL: 0797－26－6452

お詫びと訂正
前号「施設からのお知らせ・新印刷機の
導入！」の中で、
「Ａ４・Ｂ４サイズは白
黒 1 枚 5 円」と記載しておりましたが、
現行通り「白黒 1 枚 10 円」です。お詫
びし、訂正いたします。
芦屋市立あしや市民活動センター

市民の皆さんの意見を募集します。
12 月 25 日（金）～1 月 25 日（月）
リードあしやで 12 月 15 日（火）から
閲覧できます。
●犯罪被害者等支援条例
●第 3 次芦屋市人権教育・人権啓発に関する
総合推進指針
パブリックコメントと
●創生総合戦略
●耐震改修促進計画
●第 2 期教育振興基本計画

は市の取組を進めるに
あたり，市民の皆さん
の意見をお聞きするも
のです。

編集後記
11 月から新しく職員として山口利花さんを迎え
ました。頼もしい新人の登場で、より一層センタ
ーが賑やかになりそうです。
受付で気軽にお声かけください。(石本)

リードあしや

□利用の案内

前号「施設からのお知らせ・新印刷機の導入!」の
・利用時間: 午前９時～午後 5 時(月曜日～土曜日)
中で、
サイズは白黒 1 枚 5 円」と記載
・休「A4・B4
館 日: 日曜日・祝日（国民の休日）
・年末年始
□アクセス
しておりましたが、現行通り「白黒
1 枚 10 円」
・阪神「芦屋駅」から徒歩約
5
分
となりました。訂正しお詫び致します。

・JR「芦屋駅」 から徒歩約 10 分
・阪急「芦屋川駅」から徒歩約 10 分
□連絡先：〒659-0065 芦屋市公光町５番８号
TEL：0797-26-6452 FAX : 0797-26-6453
Email：aia@ashiyanpo.jp URL : http://ashiyanpo.jp/

