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夏休み！わくわくスペシャル
チャレンジ チャレンジ

チャレンジ

8 月 1 日(火)から 8 月 5 日(土)までの 5 日間、小・中学生を対象に
開催しました。子どもの参加者は延べ 201 人、プログラム運営団体
は 12 団体 64 人でした。
「芦屋の給食」を再現した団体もあり、子ど
もたちに絶賛されていました。「今日はおにぎり 5 個食べた。」、「テ
レビの中の先生と勉強した。」など子どもからの報告を受け、保護者
の方からの喜びの声や、質問なども多数あり、関心を持っていただいている様子が伝わってきまし
た。夏休みの子どもの居場所として喜んでいただけたようです。また、プログラム参加がきっかけ
となり、夏休みの自由研究に点字を取り上げた小学生がいると嬉しい報告もありました。

災害サバイバル！
火がなくてもおいしく食べる知恵
とコツ・おにぎり作り

ストローグライダー・飛行機
（日本宇宙少年団六甲分団）

（生活協同組合コープこうべ）

点字しおりを作って視覚障がいの
方に読んでもらおう

感想文教室①②
（オンライン学びや）

楽しい折り紙カレンダー作り
（トミ＆ヨシ）

お友達の
お家にいったらどうする？
（日本現代作法会芦屋支部）

（芦屋点字友の会）

おにぎり作り・食事交流
（芦屋市商工会女性部）

英語でゲーム・クラフト・歌・他
（Cool kids club）
（次頁へ）

（前頁 続き）

おにぎり作り・食事交流

オリジナルファイル作り

（遊遊）

（にろく会）

土の中の生き物をみてみよう

（葉っぱリサイクルクラブ）

打ち水って？
（あしやエコクラブ）

プログラム運営団体からは、「おにぎり体験で、お子さんの姿を見ていますと、男女関係なく家
でのお手伝いが出来ているか否かがよくわかり、自身でも“しつけ”ということを考えさせられま
した。」
「子どもたちが素直で落ち着いており、会話もスムーズに進み、普段接する機会のない子ど
もたちとのコミュニケーションを楽しみました。」「作法講座の 90 分は小学生には長いかと思いま
したが、大変熱心に受講してくれました。」
「環境に興味のある子の参加でしたので、時間が足りな
いくらいでした。温暖化防止のため夏休み期間中“打ち水”に取り組むと言ってくれました。」な
ど、感想をいただきました。
昨年度のリピーターもあり、子どもも大人も一緒に楽しみながら学べる 5 日間でした。
関わっていただいた皆さまから、
「来年は？」
「来年も！」という嬉しい催促もいただき、スタッフ
の励みになっています。
いただいた感想やアイデアを次回に生かせるよう思案中です。お楽しみに！（橋野）

777 プロジェクト
8 月 1 日～31 日の期間中、
60 以上の学校、団体、企業、
行政が協働し、誰もが楽しめ
る様々なイベントが開催され
「笑顔」があふれる芦屋の夏
となりました。
777 プロジェクトは、地域
課題解決の仕組みづくりの会
議体である「あしや子ども笑
顔ネット」から発信され、
All 芦屋で、子どもも大人も
主体的に関わり、『芦屋の「市民の活動人口」
を高め、笑顔のまちに！』なることを目的とし
ています。芦屋市制 77 周年と、芦屋がウルト
ラセブン（7）のロケ地であったことより 777
と名付けられました。
8 月 27 日に精道小学校
で行われたメインイベント
の来場者は 4,500 人。
（内ヒーローショー来場
者は 2,000 人）学生ボラ
ンティアとして、県立芦
屋高等学校、甲南高校、

クラーク記念国際高等学校、芦屋大学、神戸芸
術工科大学、甲南大学の皆さんで 100 人強の
力強い参画がありました。

また期間中、リードあしや内でオープンして
いた「ふれあい CAFE」では 690 人来場いただ
きました。
この期間に発行された、芦屋 777 新聞の展
示会を、芦屋市役所から東館への地下道で
10 月 13 日（金）まで開催しています。
市役所にお越しの際は、子
どもたちの力作に足を止めて
ご覧ください。（橋野）

第３回自主講座企画応援プログラムの選考結果について
選考の結果、3 団体の企画が採択されました。
●「日本語学習ボランティア養成講座」（こくさいひろば芦屋）
活動に関わるボランティアのスキルアップ、新しいボランティア活動希望者のための講座。
●「クマが教えてくれた日本の森の危機」（一般財団法人日本熊森協会）
森の状況に関心をもち、森林ボランティアに参加する人や、
活動を支援する人を増やすための講座。
●「南京玉すだれ」を楽しもう」
（AC３１期同期会南京玉すだれ「ひまわり会」）
南京玉すだれに関心を持ち、ボランティア活動する人を増やすための講座。

講座は 11 月から 3 月にかけて開催されます。それぞれの企画に当センタースタッフが
伴走しながら、講座実施に向けて準備を進めます。（奈良）

普通救命講習会
救急車が到着する前に応急処置を覚えていれば、私たちにも救える命があります。
処置方法やＡＥＤの使い方を学びます。以前受講された方も確認のためにぜひご参加ください。
日 時：10 月 19 日（木）
場 所：リードあしや

13：30～16：30

会議室

定 員：20 名（先着順）
参加費：無料
申 込：メールかリードあしや受付で、お名前、連絡先、生年月日をお知らせください。
担 当：出口

NPO・ボランティアグループのための伝わる表現講座
チラシ作成のポイント、文章の書き方のコツについて、それぞれプロから学ぶ講座。
昨年度はキャンセル待ちになるほど人気でした。
活動を広めたい、仲間を増やしたい団体の方はぜひご参加ください。
①「なるほど！伝わるチラシの作り方」

②「プロに学ぶ！伝わる文章の書き方」

日時：11 月 11 日（土）14：00～16：00

日時：11 月 25 日（土）14：00～16：30

講師：
（特活）市民事務局かわにし 入江陽子さん

講師：神戸新聞 報道部 畑野士朗さん

＜共通＞
場 所：リードあしや

会議室

定 員：15 名

前回受講後、
「チラシがこんなに変わった！」と
嬉しい報告もいただいています。

参加費：1 回 500 円
申 込：メールかファックスで、参加希望回、お名前、団体名、連絡先電話番号と
メールアドレス、知りたいことを書いてお送りください。
担 当：奈良
お問合せ先：リードあしや Tel:0797-26-6452

Fax0797-26-6453 mail: aia@ashiyanpo.jp

演芸ボランティアフェア

出演団体・個人募集

社会施設や福祉施設などで演芸活動を広げたい方向けのフェアです。
ぜひ PR の場として活用してください。フェアで撮影した DVD を進呈します。
日 時：12 月 2 日（土）10：00～15：00
場 所：リードあしや
対 象：芦屋市内で活動する演芸ボランティア団体もしくは個人
内 容：演奏、舞踊、伝統芸能、演劇等（マジック、大道芸、バルーンアート等含む）
出演時間：1 団体（個人）20 分程度
募集数：10 団体（個人）
参加費：1,000 円（DVD 代含む）
申 込：リードあしやへお電話の上、参加費を添えて申込書を提出してください。
（募集数に達ししだい締め切ります）
担 当：奈良

あしや秋まつりお掃除ボランティア募集
毎年恒例の「あしや秋まつり」、今年もボランティアを募集します。
ボランティアをしながらお祭りの雰囲気を味わってみませんか？
特に、全日参加大歓迎です。
※秋まつりに関する問い合わせは主催者あしや秋まつり協議会（電話 0797-38-2033）まで

日 時：10 月 8 日（日）
午前の部：

8：30～12：00

午後の部： 12：00～15：30
終

日：

8：30～15：30

集合場所：芦屋市立精道小学校校庭

リードあしや東テント前

活動内容：会場内の掃除、駐輪場整理（道具はこちらで準備します。）
服 装：動きやすく、汚れてもいい服装
申 込：お名前(所属団体)、連絡先、時間を電話またはメールでお知らせ下さい。
担 当：金子

リードあしやのホームページでは、ボランティア募集や講座案内、
活動報告だけでなく、皆さまの団体の活動 PR もできます。
是非ご覧のうえ、ご活用ください。
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
夏の蒸し暑さが嘘のように、朝晩の涼しさに秋の気
配を感じています。皆さま、風邪など引かれていま
せんか？
「夏休みわくわくスペシャル」に「777 プロジェク
ト」。いつもより“熱い夏”を演出してまいりまし
たが、皆さまにとって、素敵な出会いや、つながり
のお手伝いになったでしょうか？報告お待ちしてい
ます。
（境田）

