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あしや市民活動センター登録団体 148 団体（３月 10 日現在）

リードあしやで予定している 4 月からの催しや講座をご紹介します。（3 月 10 日現在の予定）
好評にお応えして引き続き行うものから、新しい試みまでいろいろ準備しております。
決定次第、順次お知らせいたしますので、皆様のご協力・ご参加お待ちしています。
芦屋さくらまつりボランティア

4 月 7 日～8 日

←募集中！

学生運営によるお清掃ボランティア。その企画運営をリードあしやがサポートします。
きれいで楽しいまつりをみんなで盛り上げよう！

春

【講座】初心者のためのボランティア講座

5 月（２月にも実施）

やってみたいけど…そんなあなたが一歩を踏み出すお手伝い。具体的な活動先もご紹介します。

トライやる・ウィーク受入

5 月～6 月

市内４つの中学校の学生に、中間支援としてのリードあしやの業務を体験してもらいます。
将来の芦屋の活力源たちを育てていきます。

【講座】NPO 法人設立の基礎講座

6月

信頼性が高く、持続的な活動を展開するために法人化は一つの手段。具体的な方法を学びます。

あしや市民活動フェスタ

夏

6月

「未来をつくる芦屋たぶん 100 人会議 vol.2」
芦屋のまちに必要なことを参加者で考え、市民活動のスタートや拡充のきっかけをめざします。

夏休み子どもわくわくスペシャル

8月

市民活動団体による様々なプログラムで、子どもたちに学びやボランティアを体験してもらい
ます。リードあしやで異世代交流を。

普通救命講習会（AED 講習会）9 月
自分たちで尊い命を救うために、緊急時の対応と応急処置を学びます。

公光分庁舎合同避難訓練 10 月

秋

災害時を想定し、迅速かつ的確な行動ができるように、職員とリードあしや利用者で訓練します。

あしや秋まつりボランティア

10 月

まつりの参加者全員が、ゴミを出さない！拾う！持ち帰る！の参加型清掃ボランティアを
めざします。
（次頁へ）

（前頁 続き）

【講座】NPO のための助成金活用講座

11 月

事業の拡充や新たな開拓のためにどうすれば助成金を獲得しやすくなるか、
ポイントをレクチャーします。

交流スペース活用＆ギャラリーフェア

冬

12 月

団体の広報、グッズ販売の場としての交流スペース。
これまで利用していた、これから利用したい団体の発表会です。

【講座】ボランティアの受け入れ方講座

2月

社会教育施設や福祉施設などでボランティアを受け入れるためのポイントを学びます。

【講座】初心者のためのボランティア講座

2 月（5 月にも実施）

やってみたいけど…そんなあなたが一歩を踏み出すお手伝い。具体的な活動先もご紹介します。

第 30 回 芦屋さくらまつり
美しく、ごみのないきれいなまつり会場に。会場清掃ボランティアを募集しています。
特に 1 日参加や、夜間参加できる方大歓迎！
日

時

４月７日（土） 9:00～20:00 の 2～3 時間
４月８日（日） 10:00～21:00 の 2～3 時間
※別途 4 月 1 日（日）にオリエンテーションがあります

活動内容
活動場所
対
象
申 込 み

会場清掃
芦屋川東側道路（大正橋～国道２号・業平橋）
中学生以上（小学生以下は保護者同伴）
必要 まずは、リードあしやまでお問い合わせください
電話：0797-26-6452 メール：aia@ashiyanpo.jp

「第 30 回芦屋さくらまつり」の主催は芦屋さくらまつり協議会です。
詳細は http://www.city.ashiya.lg.jp/sankaku/sakura/sakura.html をご覧ください。

平成 30 年 4 月より、お茶を飲みながら、ちょっとした絵画、ヨガなどを楽し
むみんなのいこいの場「ふれあいカフェ」がリードあしやでオープンします！
申し込み不要でどなたでも参加できますので、是非遊びに来てください。
日
時
飲み物代

毎月第２土曜日 13：30～16：00
大人 100 円（お菓子付）子ども無料
※別途、プログラム参加には実費が必要な場合もあります

現在、「ふれあいカフェ」の運営団体を募集しています。
カフェとパフォーマンスを企画・運営してみませんか。
費用に関しては補助もあります。
詳しくはチラシ等を確認の上、リードあしや受付でご相
談ください。

4 月 14 日（土）のプログラム
ふれあい春色パステルカフェ
（公光町自治会）
参加費 300 円
3 色パステルアートの技法を
使ったワークショップ

冬のふれあいカフェ（1 月 13 日・20 日）
13 日は芦屋市立山手中学校茶道部のお
点前と赤司法務事務所の無料相談会、20 日
は芦屋市立精道中学校の茶道部のお点前と
あしや健康倶楽部のラフターヨガを行いま
した。各日の中学校茶道部には、約 20 人の
参加があり、ゆっくりした時の流れの中でお茶を楽しみました。無料相談会とラフターヨガの参加
者が今回は少な目でしたので、次回は多くのご参加をお待ちしています。（出口）

ボランティアの受け入れ方講座（2 月 22 日）
このテー マでの 講座
は昨年度に続き 2 回目。
ボランティアを受け入

季節柄、体調不良などの欠席もあって参加者
は 6 名と少人数でしたが、比較的ゆっくりとそ
れぞれの方から思いや考えを述べていただく

れる団体や施設に、より
よい受け入れをしても
らい、ボランティア・市
民活動を活発にすることが目的です。私たち中
間支援組織がボランティアを活動先に紹介し
ても、受け入れ側の対応によってボランティア
が定着しにくくなることもあります。活動希望
者をうまく受け入れることで自分たちの事業

時間を取れました。
アンケート結果からは、講座内容についてほ
とんどの人が良く理解できたとのこと。また、
自由記述では、「今回いただいたフォーマット
を参考に、色々なことを整理していきたいと思
います。その過程で、悩んだ時は相談させてく
ださい。」
「具体的にボランティア団体が知りた
い。」「アンケート作りの相談に乗ってくださ

や活動がよりよくなっていくために、どんなポ
イントがあるのかを学んでいただく講座にし
ました。

い。」
「タイムリーなセミナー。」などの感想をい
ただきました。
次年度も開催を予定しています。（奈良）

はじめてみよう初心者のためのボランティア講座（2 月 24 日）
ボランティアに関心がある
けれど、どうやって探したら
いいのかな？自分に合う活動
ってどんな活動だろう。自分
にできることはあるかな、そ
んな思いに応える講座です。
今回の参加者は 4 名。間もなくリタイアを迎
える方などが参加されました。アンケートに
「大変わかりやすい説明で、理解が深まりまし
た。」
「ボランティアの募集情報が、これから役
に立ちそうです。」
「丁寧で分かりやすい説明を
してくださり、有難うございました。無理せず、

気張らず、取り組むことでよいということなの
で、まずは試してみようと思いました。」
「とて
もいろいろなお話を深くわかりやすく聞くこ
とができ、よいきっかけをつくることができた
と思います。今日を機に何かにつなげていける
ように無理せず頑張りたいです。」などとコメ
ントをいただきました。
ネットで情報が得られる時代ですが、やはり
お一人お一人にお話を伺いながらだからこそ、
その方の思いを活動につなげられます。単なる
情報提供にとどまらない講座、来年度も続けま
す。（奈良）

（平成 29 年 4 月～平成 30 年 2 月）
利用総数は 17,496 人（16,607 人）で、印刷
機等機器利用者は 2,724 人（2,426 人）
。
会議室は 1,654 回 11,635 人（1,561 回 10,800
人）の方にご利用いただき、稼働率は 53％（49%）
。
全体的に昨年度より利用者は増加しています。
また、相談件数は 370 件（220 件）でした。
※( )内は昨年度同期の数字です。

増加傾向の続く相談件数・時間
相談対応時間は 10,330 分（約 172 時間）で 2
月末の段階で昨年度よりも相談件数は 95 件、相談
対応時間は 2,625 分（約 44 時間）増加しました。
月ごとの推移をみると件数では 4 月が、時間では
10 月が最も多くなっています。
特に上半期はほとんどの月が昨年度より大幅に
増えており、全体の件数を引き上げています。

団体設立に関する相談増
最も多いのが、昨年同様に運営相談で 20％を占
め（77 件）、次いで情報提供が 13.7％（51 件）
、
ボランティア活動に関する相談が 11.9％
（44 件）
、
団体の設立に関する相談が 34％（9 件）
、ボランテ
ィアの受け入れに関する相談が 7%（26 件）、広報
に関する相談が 6％（23 件）、パソコン相談が 6％
（22 件）です。
全般的に件数は増えていますが、特に団体の設立
に関する相談が昨年度（12 件）より大きく増えて
います。他に、パソコン相談、ボランティア活動に
関する相談も増えています。

伴走型の支援
団体運営における相談は、表面化した問題１つを
解決すればよい、というものではなく、課題の端を
つかんだら、次々と課題が見えてくることが多いで
す。継続して関わる、いわゆる伴走型支援で対応し
た案件が今年度は目立ちます。
いずれのケースも、ひとりで抱え込まない、情報
を共有する、役割を分担する、仲間を増やす、など、

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

人との関係のありかたがカギに。当センターではそ
のための具体的な助言をしました。

交流スペース・会議室の有効活用
交流スペースでは団体・個人の活動紹介を展示し、
オリジナルグッズの販売を行っています。今年度は
14 団体 21 回の利用がありました。昨年度より 9
団体増えています。特に新規団体の利用が増え多種
多様な内容になっています。来館者の中には、団体
のオリジナルグッズ販売を楽しみにされている方
も。今後も交流スペースの有効活用が期待されます。
会議室Ｂは靴のまま利用していただけることに
なり、皆様より「靴をぬぐ手間が省けて便利」とい
う声をいただいています。

777 プロジェクトからふれあいカフェへ
芦屋 777 プロジェクト（８月１日-27 日）では
事務局として参画し、学校園、企業、NPO、行政で
計 67 の多種多様な団体をつなげていきました。最
終日のイベントでは、市内外から 4,500 人もの多
くの方が芦屋市に訪れました。
期間中リードあしや内で実施した、体験型カフェ
「ふれあい CAFE」には 690 人の来客がありまし
た。ここから平成 30 年度は、団体の発表の場、連
携の場として「ふれあいカフェ」オープンにつなげ
ていく予定です。

ご意見お待ちしています
昨年度に引き続きアンケートを常時設置し、季刊
紙やホームページ、交流スペース掲示板で、ご提案
やご質問にお応えしてまいりました。
ご要望が多かった「Wi-Fi」は 3 月 1 日からリー
ドあしや内で利用可能になりました。詳しくは受付
でお尋ねください。
今後も、ますます皆様の市民活動が充実できるよ
うに支援する施設として、職員一同取組んでまいり
ます。ご意見をお待ちしております。
（橋野・奈良・出口）

編集後記
桜の開花までもうすぐ、皆様お変わりないですか？●
春といえば花粉症。私事ですが、なぜか今年はほとん
ど症状が出ていません。
「腸は全身の免疫を司る」と言
われていますし、腸内環境が整っているからと勝手に
良い解釈をしています。●暖かい日差しに誘われて、
何かを始めたくなるこの季節、リードあしやにも足を
お運びください。●皆様の「何か」におこたえできる
ように環境を整えてお待ちしております。（境田）

