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地域の課題解決又は発展を目的とする団体 ９月１０日現在１５０団体

夏休み！わくわくスペシャル
芦屋の子どもたち集まれ！
芦屋の子どもた

～みんなで宿題をやっつけよう～
8 月 5 日（金）6 日（土）

ったり、災害時に備えて火を使わなくてもでき
る料理を作ったりしました。

ちが自由に学ん
ご協力いただいたみなさま
だり体験したり、
INAC 神戸、芦屋
新しい友だちや
東ライオンズク
地域の大人たち
ラブ、コープこう
と出会ったりす
べ、ダイエーグル
る場を作ると面
メシティ芦屋浜
白いかも知れない、そんな思い付きで企画した 店 か ら 協 賛 を い
イベント。20～30 人も参加すれば、まずまずで
はと想像していました。
申し込み殺到！大きな反響が！

ただき、参加の子
どもたちへのプレゼントなどを準備すること
ができました。さらに、INAC 神戸からはサッ
カーで世界のことを学ぶプログラム、コープこ
うべからは災害時の食事についてのプログラ
ムを提供いただき、子どもたちに大変好評でし
た。（協力いただいた方々の詳細は Topix 欄参照）
お寄せいただいたご感想
参加者とプログラム提供の方々から良かった
ところがふたを開けてみると、芦屋市内を中心
との声が。ある参加者からは「来年もこのよう
に近隣の市からも申込みが殺到、10 日あまりで
な企画があったらぜひ参加したい」、INAC 神戸
受け付けを打ち切るほどに。最終的には 104 名
の植木さんからは「私自身、仕事というより、
の子どもたちが参加（延べ 141 名）、自由勉強
本当に楽しい時
も含め 20 のプログラムはどれも参加者でいっ
間を過ごさせて
ぱいでした。
頂きました。最
プログラム内容
高の思い出にな
読書感想文、絵、土の中の生き物観察、
りました。」とい
英語の体験、紙のステンドグラスや折
う感想をいただ
り紙絵本作りなどに取り組みました。
きました。
お昼の時間には、おむすびを自分たちの手で作
（次頁へ）

（前頁 続き）

交流と学びの場としてのリードあしやに
参加した子どもたちにとって、地域の大人や大
学生のボランティア、他校の友だちとの交流を

今後に向けて
多様なセクターや組織、人をつなぎ、地域の人
びとが必要なものを生み出したり、問題の解決

通じて、多様な人々とのコミュニケーションが
生まれ、同時に創造的な学びの場となったので
はと思います。

に取り組めたりする場を、これからもつくって
いきたいと思います。（奈良）

地域課題解決の仕組みづくり「あしや笑顔子どもネット」
平成 28 年度から、リードあしやの「地域課題解決の仕組みづくり」事業として「あしや笑顔ネッ
ト」を立ち上げました。目的は、芦屋市内の課題に着目し、仕組みをつくり解決することで、住み
やすい芦屋市を目指すことです。
メンバーは(特活)芦屋市手をつなぐ育成会、精道小学校 smile ねっと、
精中応援隊、芦屋市公光郵便局、芦屋市商工会青年部、こくさいひろば
芦屋、芦屋法律事務所、（特活）あしやＮＰＯセンターの 8 団体です。
今年度は「子ども」をキーワードに「あしや笑顔子どもネット」として話
し合っています。前期は芦屋市の現状から課題を探るため、子どもたちの生の声を聴いたり、関係
団体の個々の課題に着目しました。後期は様々な市民活動団体や地縁団体と連携・協力して具体的
な企画立案をしていく予定です。リードあしやのホームページにも動向を掲載していますので、ご
意見・ご感想をお寄せいただければ嬉しいです。課題の投げかけも OK！ご協力よろしくお願いい
たします。（橋野）

第２回自主講座企画応援プログラムの選考結果
今年の応募は 5 件。8 月 19 日（金）の選考会で、次の企画が採択されました。
●憲法「あすわか兵庫」の劇団員による寸劇等（芦屋「九条の会」）
●大人のための絵本の世界 Part 2（NPO 法人「絵本で子育て」センター・絵本講師の会）
●「チャレンジ！腹話術」みんなの笑顔で自分も幸せに！（芦屋 Tio クラブ）

応募の 5 件はいずれも団体の思いが伝わる内容でしたが、予算の組み立てや社会性といった点で
若干の差が見えました。応募団体に限らず、市民活動団体みなさんの企画立案や運営のサポート
をしますので、お気軽にご相談ください。（奈良）

第５回情報交換・団体交流会 9 月 3 日（土）
「コラボ企画案も飛び出しました！」
今回は 4 団体から 4 人が集まりました。みなさんから出たトピックは、
資金の集め方、参加者の集め方、子どもの参加、中高生の巻き込みなど
でした。団体を立ち上げたばかりという「美味しい読書会～ワッタガッ
タ～」の長谷川さんと、芦屋観光協会の小林さん、おふたりのお話から、
市内某所で読書会のイベント企画案が飛び出しました。このように毎
回いろんな話題やコラボレーションが生まれるのが楽しみです。次回は 12 月の予定。ぜひいろん
な団体に参加していただきたいです。（奈良）

Topix(平成 28 年度上半期)
♬平成 28 年度 4～8 月期ボランティア・NPO 相談対応の状況
ボランティアの活動希望・受け入れ相談が 4 倍に
✎全相談件数は合計 133 件で、平成 27 年
昨年同期に比べ半分以下になっています。
度同期（92 件）と比べ 45％増加していま
✎ボランティアの活動希望と受け入れに関
す。中でも、大幅な増加傾向がみられるの
する相談が増えているのは、それらに関す
は、約 4 倍増のボランティアの活動と受け
る情報を発信（ウェブサイトやセンター内
入れ相談です。それぞれ 25 件（6 件）、18
での掲示）したり、講座を開催したりし、セ
件（4 件）となっています。行政からの相
ンターとして特に力を入れた成果ではと思
談も 10 件（7 件）とやや増加しています。
います。
他方、設立が 3 件と微減（5 件）、運営が
40 件とほぼ横ばい（35 件）でこの 2 つの
✎ボランティアの活動は市民活動のベース
相談はあまり変化がありません。大幅な減
にあるもの。さらに社会への関心や関わり
少がみられるのは、パソコン相談で 6 件と
を高めるよう今後も促進したいです。
（奈良）
平成28年度4－8月期 分野別相談件数・相談対応時間 対応時間
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♬リードあしやのロゴが決定
緑豊かな芦屋と人々の輝きをイメー
ジしています。
リードあしやと共に、今後ともご愛顧
ください。

♬AED 講習会を開催

＜用語＞設立：団体の設立、
運営：NPO 等の運営、登
録：リードあしや登録、利
用：リードあしやの利用方
法、活動：ボランティア活
動を探したい、受入：ボラ
ンティアの募集や応援、広
報：団体の広報、行政：行
政機関からの相談、自治
会：自治会関係からの相談、
PC：パソコン相談

♬ホームページ、随時更新中！
http://ashiyanpo.jp/
会議室の予約・空き情報
リードあしや登録団体情報
ボランティア募集情報 etc.

最新のニュースを是非ご覧ください。

9 月 16 日(金)

リードあしや

♬「夏休み！わくわくスペシャル」にご協力いただきありがとうございました。
プログラム提供

INAC 神戸レオネッサ（株式会社アイナックコーポレーション）／あしや YO 倶楽部／梅

野まなみ／Cool kids club／生活共同組合コープこうべ／日本宇宙少年団六甲分団／ハウオリポリネシア
ンスタジオ／葉っぱリサイクルクラブ／兵庫ユニセフ協会／増田淑子／遊遊

ボランティア

井民絵万

／田中愛海／にろく会（伊谷須美子／加藤範子／行枩美知子／谷川八千代／玉腰寿子／橋本上子／本田陽保
／早川婦美子） 協

賛

INAC 神戸レオネッサ（株式会社アイナックコーポレーション）／芦屋

東ライオンズクラブ／生活協同組合コープこうべ／株式会社ダイエー芦屋浜店

（敬称略・50 音順）

お申込み・詳細に関するお問い合わせは、

Information

リードあしや各担当者まで。
tel:0797-26-6452／e-mail: aia＠ashiyanpo.jp

なるほど！伝わるチラシの作り方
日

時10 月 8 日（土）14：00－16：00

講

師入江陽子さん

（特活）市民事務局かわにし

プロに学ぶ！伝わる文章の書き方
日

時10 月22日（土）14：00－16：30

講

師畑野士朗さん

神戸新聞社阪神総局

チラシや文章の書き方を学びませんか？
2 回シリーズですが 1 回のみの参加も OK。
場

所リードあしや会議室 C・D

参加費各回 500 円
申込み必要

担

当奈良

日

時11 月 5 日（土）14：00－15：30

会

場リードあしや会議室 A

参加費無料
ボランティア活動に関心のある方なら
どなたでも

申込み必要

担

当奈良

第 28 回あしや秋まつり

お掃除ボランティア募集
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？
特に全日参加の方大歓迎！
※祭りに関するお問い合わせは
主催者 あしや秋まつり協議会
（tel：0797-38-2033）まで。

日

時10 月 9 日（日）
① ８：30－12：00
② 12：00－15：30
③全日（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・駐輪場の整理
申込み必要
担 当金子

公光分庁舎合同避難訓練

避難訓練にご協力ください。

日

時10 月 19 日（水）13:30－14:30

公光分庁舎合同避難訓練を実施します。

担

当出口

当日、リードあしやにご来館の方は

※公光分庁舎（ウィザスあしや・リードあしや

避難訓練に是非ご参加下さい。

・経済課・男女協働参画推進課）

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
暑い夏がようやく過ぎ去り、朝晩の涼しさと虫
の音に、小さい秋を感じています。
センターでは「市民活動フェスタ」や今号で紹
介した「夏休み！わくわくスペシャル」の様子
を写真におさめて展示しています。
紙面では紹介しきれなかった、会場の楽しい雰
囲気は、是非センターでご覧ください。
（境田）

