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あしや市民活動センター登録団体 149 団体（９月 13 日現在）

（８月 6 日～8 月 10 日）
夏休み真っ盛りの 5 日間、小・中学生を対象に実施しました。子どもの参加者は延べ
184 人、プログラム実施団体の参加者は 11 団体 48 人でした。
今年で 3 年目となるこの企画ですが、毎回参加している子どもたちも多くなり、夏休み
の居場所として定着しつつあるようです。
今年はプログラムの１つを芦屋市立精道中学校と芦屋市立山手中学校の茶道部に協力し
てもらいました。中学生が講師となってお点前を教える茶道教室です。「抹茶にが～い。」
という声も出る中、優しく教える中学生たちと真剣に学ぶ子どもたちの姿が印象的でした。
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茶道を体験してみよう

芦屋市立山手中学校
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また期間中には、「ふれあい子どもカフェ」をオープンしました。ボ
ランティアの子どもたちが、リードあしやの来館者にコーヒーやジュー
ス、お菓子をサービスするカフェです。自分たちで話し合ってメニュー
表や看板を作ったり、お客さんに声をかけたりと大忙しの毎日でした。
1 週間で 30 人ものボランティアが集まり、延べ 292 人のお客様をも
てなしました。
学校も学年も違う子どもたちが、一緒に協力して活動していくうち
に仲良くなり、ボランティアの場が友達づくりの場になっていたようで
す。子どもたちからは「楽しかった。またやりたい！」という声が出ま
した。このような体験が、今後も様々な形でできるよう、続けていきた
いと思います。（出口）

平成 31 年４月公光分庁舎北館の全館がリードあしやとして、
リニューアルオープンいたします。改修工事を行うため、
平成 31 年 2 月～3 月の間、会議室は利用できません。
皆さまにはご不便をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。
印刷機利用など、詳細については受付にてお尋ねください。（橋野）

●１０月～１２月の予定●
10 月 13 日（土）「エコ折り紙」あしやエコクラブ
11 月 10 日（土）
「民族衣装試着及び撮影サービス」
（特活）アジア女性プロジェクト
12 月 8 日（土）「冬のギャラリーフェア」リードあしや
●７月～９月の様子●

「ふれあい
カフェ」リードあしや
６月に開催されたあしや市民活動フェスタ「芦屋たぶん
100 人会議」が全部わかるカフェをオープンしました。
当日参加した人と参加していなかった人が一緒にお茶を
飲みながら当日を振り返りました。
「ふれあい子どもカフェ」夏休みわくわくスペシャル
とてもにぎやかで楽しいカフェになりました。
（詳細は
わくわくスペシャルの記事をご覧ください。）
「ふれあいオカリナの調べカフェ」公光町自治会・公寿会
和やかな雰囲気の中、様々な種類のオカリナの音色を
楽しみました。手作り羊羹もふるまわれたカフェメニュ
ーも好評でした。あいにくの雨で足元が悪いにもかかわ
らず、たくさんの方にお越しいただきました。
（出口）

「冬のふれあいギャラリー」～交流スペース活用＆交流フェア～
日 時：12 月 8 日（土）13：00～16：00
場 所：リードあしや
申込み：不要 自由にご参加ください
リードあしやの交流スペースでは、常時、様々な団体・個人の活動実績の展示・販
売を行っています。皆さま、ご覧いただいていますか？いつもは 1 期間１団体だけで
すが、この日は複数の団体を集めたスペシャル版「冬のふれあいギャラリー」を開催
します。当日はカフェもオープン！お茶を飲みながら、様々な団体や個人の活動内容
の展示を見たり、お気に入りを見つけてお買い物したり、体験企画に参加しませんか？
現在、準備中ですので詳細が決まり次第お知らせします。皆さまお楽しみに。（阿部）

あしや秋まつり
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？活動内容は会場内の掃除、
駐輪場整理です。終日参加の方にはお弁当をご用意しています。
日 時：10 月 7 日（日）
12：00～15：30／8：30～15：30（終日）
場 所：芦屋市立精道小学校
申込み：メールか電話で名前(所属団体)、連絡先、時間をお知らせください。
担 当：金子
※秋まつりに関するお問い合わせは、主催者のあしや秋まつり協議会へ（tel：0797-38-2033）

普通救命講習会
救急車が到着するまで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：11 月 22 日（木）13：30～16：30
場 所：リードあしや会議室
定 員：20 名（先着順）
参加費：無料
申込み：メールか受付で名前、住所、電話番号、生年月日をお知らせください。
担 当：出口

市民活動団体のための助成金講座
活動資金でお悩みの団体の方向けに助成金申請のための講座を開催します。
日 時：11 月 17 日（土）10：00～12：00
会 場：リードあしや 会議室 C・D
定 員：10 名
参加費：1,000 円（1 団体につき 2 名まで）
申込み：名前、団体名、住所（市町村名まで）、電話番号、メールアドレス、
助成金について知りたいことを明記の上、メールでお申込みください。
担 当：奈良
このページのお問合せ・申込先は リードあしや 電話：0797-26-6452／メール：aia@ashiyanpo.jp

【自主講座企画応援プログラム】
このプログラムは 2015 年度から 3 年間実施。その間に延べ 19 団体から応募があり、
選考を経て延べ 9 団体の企画を採択しました。
比較的小規模の団体による講座を、企画段階から当日の運営までを伴走型で支援しており、
小口の助成とともに企画にあたっての相談を必須としています。初めて講座を開く団体が、
企画立案の力量を向上できるよう方向づけをするのが目的です。
当初は申請書に記入するのにも苦労した団体もありましたが、3 年目の募集になると、そ
の様な団体はなくなりました。企画力の向上だけでなく、団体の運営に関わる問題に向き合
うこともあり、講座企画から団体そのものの支援につながりました。
申請可能な対象がリードあしやの登録団体に限られたため、このプログラムで支援できた
団体の範囲は狭いですが、小規模な NPO 支援として成果があったと思います。（奈良）

【芦屋市近隣の NPO 法人の実態とニーズ調査】
芦屋市とその東西に隣接する西宮市と神戸市東灘区に主たる事務所を置く NPO 法人 248
団体に、活動の状況と NPO 支援センターへのニーズについて尋ねました。
その結果、注目すべきは、８割以上の団体が何らかの課題を抱えているにもかかわらず、
NPO 支援センターに相談したことがあるのは、その半数にとどまっていることでした。相談
しない理由を聞いたところ、センターの存在を知らないという他に、信頼できるかどうかわ
からないと答えた団体も少なくありません。この調査から、NPO 支援センターとしてのリー
ドあしやが、果たす役割と持つべき機能を、どう充実すればよいのか考えるヒントになりま
した。社会的認知を上げる工夫と、センターの機能を具体的でわかりやすく伝えること、頼
れるセンターになるためにスタッフの力量を上げるということが、重要と改めて思いました。
（報告書の PDF はリードあしやのホームページに掲載しています。）（奈良）

●777 プロジェクトを日本世代間交流学会で発表します。
平成 30 年 10 月 6 日（土）武庫川女子大学において日本世代間交流学会が開催され
ます。そのワークショップで、昨年度の夏の事業「777 プロジェクト」を事例発表する
ことになりました。詳細についてはリードあしやホームページでお知らせいたします。
●西日本豪雨災害支援について
被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。皆さまの安全と一日も早い復興を心
よりお祈り申し上げます。リードあしやでは 7 月から 9 月の間に、岡山県総社市・倉敷
市・広島県安佐北区へボランティア派遣など支援活動を行いました。リードあしやで募っ
た義援金 21,000 円と芦屋市商工会と芦屋市からお預かりした救援物資は（特活）あし
や NPO センターが広島県安佐北区へ持参しました。ご協力ありがとうございました。

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
猛暑に豪雨、台風に地震…自然の脅威にさらされた
平成最後の夏、いかがお過ごしでしたか？●私事で
すが台風で丸１日停電に見舞われ、電気のありがた
みと日頃の備えの大切さを実感しました。●今、災
害時に役立つ豆知識が頻繁に発信されている、警視
庁警備部防災対策課のツイートが話題になっていま
す。皆さまご存知ですか？●いざというときに的確
な行動ができるよう、食料や生活必需品だけでなく、
知識の備蓄も日頃から必要なのですね。
（境田）

