「あしや市民活動センター リードあしや」情報紙
パソコン相談
毎週水曜日
10 時 30 分～15 時 30 分
（１団体 1 時間程度）

対象：登録団体（要予約）
団体 PR のチラシや会報・報告書な
どの作成でお困りのことがありま
したらスタッフがアドバイスいたし
ます。

※ 出来るだけご自身のパソコン
をご持参下さい。
※ ご注意ください!!
パソコンのシステムの不具合や、
インターネット接続に関するトラブル
には対応致しかねますので、ご了承
ください。

登録団体紹介冊子（平成２７年度発
行版）を作成します！登録団体の皆
さまには、団体の紹介ページをＡ４
サイズで作成していただきます。作
成についてご質問等ございました
ら、パソコン相談の日にお伺いいた
しますので是非ご活用ください♪

定例 NPO 相談
毎週火曜日・金曜日の 10 時 30 分～15 時 30
分、NPO 相談を行っております。内容に応じて
専門相談員がお受けしますので、相談をご希望の
方は事前に電話で予約をお願いします。
※ご都合が合わない方は、相談日以外の日時にも
応じますのでお問い合わせください。



ボランティアをしたい
何か社会に役立ちたい

 NPO 法人を立ち上げたい
 団体の運営について相談したい、など
ボランティアやＮＰＯなど市民活動に関するこ
とならなんでも、お気軽にご相談ください。

毎週火曜日・金曜日
１0 時 30 分～15 時 30 分
■事前予約制です。
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新年のご挨拶
新年、あけましておめでとうございます。

会会

お電話にてお申し込み下さい。

昨年はたくさんの市民の皆さまにご利用いただきまして、厚く御礼を申し上げます。リードあしや

TEL.0797-26-6452

が公光町に移転し２年目になり、様々な活動に触れる機会も増えています。本年も職員一同、「皆
さまに喜んでご利用頂く」という基本を忘れず、地道に、ひとつずつ、皆さまの声に耳を傾け、目
の前のできることから取り組み、市民活動の応援に心がける所存でございます。皆さまのご来館を
心からお待ち申し上げます。本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

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 10 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
・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
Ｅメール：aia@ashiyanpo.jp
URL : http://ashiyanpo.jp/

あしや市民活動センターの開館時間及び会議室の利用時間が変更予定！

平成 27 年 4 月よりリードあしやの開館時間、会議室の利用時間及び、利用料金が
変更となります。また、それに伴い印刷機等の機器の利用時間も変更となります。詳細は
別紙をご覧ください。多くの皆さまのご利用をお待ちしております。

開 館 時 間
会議室利用時間(午前中のみ変更）

変更前
→
変更後
10:00～17:00 → 9:00～17:00
10:00～12:00 → 9:30～12:00

リードあしやを１2０％活用しよう!!

ビデオ撮影ボランティアに挑戦!!【男性向けボランティア交流会】

リードあしやには、4 つの会議室があります。打ち合わせや少人数の
会合に最適なＡ・Ｂの会議室（定員 12 名）、総会やセミナー等で利用
会議室編
されている会議室Ｃ（机・椅子使用:定員３２名／椅子のみの使用:定員 50
名）・会議室Ｄ（机・椅子使用:定員 28 名／椅子のみの使用:定員４８名）、
また、50 人以上の会合の場合は会議室ＣＤを区切っているパーテーションを取り外し、一つの
会議室として利用しています。8 割の利用者の方が、会合やセミナー、サークル活動で利用さ
れています。
（なお、飲食をされる場合は、飲食に関する誓約書が必要になりますので必ず受付
にお申し出ください。食事は各団体等でご用意ください。）
会議室Ｂは靴を脱いでのご利用となりますが、なぜかと言うと、
あるときは「託児ルーム」あるときは「着つけの練習」またある
ときは「子育てひろば」と、変幻自在に活用するために、あえて
靴を脱いで利用する部屋にしました。
実は会議室Ｂにはもう一つの秘密が…。
なんと、小さいお子さんも利用できるように、子ども用
の椅子が 3 脚、通常の椅子につける補助クッションが３
つ、また床に座ってお絵かき等ができるように座卓が４
つ用意されています。靴を脱ぐのが面倒だと敬遠されが
ちな会議室Ｂは、子どもにも使いやすいよう工夫されて
いるのです。

【参加者募集】ビデオカメラやスマートフォンで撮影をするボランティアに挑戦しませんか？
撮影方法・編集技術の講座ですので、今から始める方でも大歓迎！
新しい仲間と一緒に、第 2 の人生を楽しみましょう！
実施日：平成２７年３月７日（土）から全６回程度
会 場：あしや市民活動センター 会議室 C D
参加費：無料（２回以降は各自昼食をご準備ください）
＝講座内容＝
●第１回 「ボランティアに挑戦！」
日時：平成 27 年３月７日(土)
13：30～15：30
講師：motto ひょうご事務局長 栗木 剛氏
内容：ボランティアを始める前に、大切な事は…
●第２回 「映像の実技講座」
日時：平成 27 年３月 14 日(土) 10：00～16：00
講師：芦屋チャンネル
内容：撮影の基本、実技など
●第３回以降は、参加者の皆さまで日時を決めていきます。
講師：芦屋チャンネル
内容：チームでの実技・撮影・編集講座・上映会等を予定しています。

印刷虎の巻
館内に設置してある、カラーコピー機や輪転印刷機は、どなたでもご利用
いただくことができます。
カラーコピー機は写真が入った会報誌の作成やパンフレットの印刷、お持ちいただいた デ
ータをパソコンからの出力も可能です！輪転印刷機は、白黒印刷のみの対応ですが、大量に印
刷されたい方や金額を抑えて印刷されたい方には最適です。
コピー機や印刷機は開館時間内はいつでもご利用いただけますが、大量に印刷される方や原
稿を調整される方など、長時間にわたりご利用される方もいらっしゃいます。皆さまの待ち時
間をなくすために、事前にお電話でのご予約をお願いいたします。また、印刷後の製本等、作
業を伴う場合には、機器のご予約と合わせて会議室のご予約も必ずお願いいたします。多くの
皆さまのご利用をお待ちしております。
印刷編

【コピー機】
その１．原稿の中にべた塗りに近い色が 1 色あると（タイトルを青地の白抜きにするなど）、その
色に機械が反応して、写真の色に影響を及ぼすことがあるようです。
その２．ページ数を４・８・12 というように、4 の倍数にすると、冊子印刷（ブックレット印刷）
が簡単に出来ます。
その３．データから印刷する場合、原稿はかならず Word（Excel）と PDF の両方お持ちくださ
い。PDF でお持ちいただくと、パソコンの機種が違っても原稿が崩れません。また、
Word（Excel）の原稿をお持ちいただくことで、原稿の修正ができます。
【輪転印刷機】

【料金表】
白黒コピー
コピー機

印刷機やコピー機を円滑に利用するために、いくつか
のコツをお伝えいたします。

カラーコピー

A4・B4・A3

Ａ４・Ｂ４

Ａ３

10 円／枚

20 円／枚

30 円／枚

製版

印刷代

輪転印刷機
70 円／回

1 円／枚

その１．黒地の多い原稿は紙詰まりや機械の故障の原因になりますので、できるだけ避けるよう
にしてください。
その２．写真付きの原稿を印刷する場合、原稿の読み取り設定を「文字・写真」にします。そう
することで、写真もきれいに印刷できます。

～皆さんも印刷名人を目指して、腕をみがきましょう～

用紙代
Ａ４

Ｂ４

Ａ３

２円／枚

3 円／枚

４円／枚

皆さまのご要望にお応えして１月より B4 サイズのコピーが可能になりました！
B４の輪転印刷機の用紙もございます。ぜひご利用ください♪

