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来て！観て！知って！買って！

「冬のふれあいギャラリー」
（12 月 8 日）
「市民活動をしている皆さんと、市民の皆さんとの出会いと交流の場」として開催しました。
様々な分野で活躍する 11 の団体と個人の皆さんに、活動内容の展示・販売ブースおよび体験ブ
ースを出展していただきました。出展者は 35 人、来場者は約 150 人でした。
会場では、より多くのブースを見てもらうためにスタンプラリーを実施しました。スリランカ
紅茶・絵本・いのししキーホルダー・ラオスビール・オリジナル巾着袋・折り紙作品など出展者
から提供いただいた景品は、来場者にも喜んでいただけました。
またボランティアとして甲南高等学校の学生 5 人が、カフェやスタンプラリー、体験ブース
などで大活躍してくれました。
出展者からは「たくさんの団体の方と交流でき、とても温かい気持ちです。こういう方達とな
ら、子どもの未来のために良い世の中にできるはず！」ボランティアの学生からは「海外の方、
老若男女が参加できるイベントでボランティアできて良かった。」
「がんばってと声をかけてもら
い、自分を認めてもらって自信がもてた。」来場者からは「冬のふれあい、人とのふれあい、心
のふれあい、幸せな気持ちになりました。」
「楽しいコーナーが沢山あって、子どもも楽しんでい
ました。」(原文のまま)など感想がよせられました。
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初めて担当したので気がかりもありましたが、出展者から「来年は１階２階を使って拡大して
開催したいね！」との声もあがるほど大好評をいただけました。
出展者と来場者の皆さま、ありがとうございました。（阿部）

今後の予定

平成 31 年 1 月 12 日（土）「折り紙の会」 芦屋折り紙の会
平成 31 年 2 月 9 日（土）リードあしや改修工事に伴い中止
平成 31 年 3 月 9 日（土）リードあしや改修工事に伴い中止

●10 月～12 月の様子●
「ふれあいエコ折り紙カフェ」

あしやエコクラブ

10 月 13 日

古封筒やチラシを正方形に切って、折り紙にして作品を作りました。クリスマスリ
ース作りでは、紙を折って作った、８つのパーツを輪のようにつなげて完成させると
いう高度な作り方にも関わらず、皆さん一生懸命折って素敵な作品ができました。
「ふれあいアジアの衣装体験カフェ」

（特活）アジア女性自立プロジェクト

11 月 10 日
アジアの様々な民族衣装の試着やフェアトレードの商品販売を通じて各国の特徴や
文化にふれることができました。華やかな民族衣装のなかには、パイナップルの葉の
繊維で編んだピーニャがあり、一つ一つ手作業で出来ているとても貴重なものである
ことを知りました。
「冬のふれあいギャラリー」リードあしや

12 月８日

「冬のふれあいギャラリー」の 1 つのブースとしてカフェを実施しました。
当日は、ボランティアとして協力してくれた甲南高等学校の学生たちが、看板を手に
「カフェやってま～す。」と声を上げると、たくさんの方が来てくれました。（出口）

リードあしや改修工事のお知らせ
会議室の利用中止期間について
平成 31 年４月から公光分庁舎北館の全館がリードあしやとなり、
市民活動拠点が大きくなります。それに伴い改修工事を行いますので、

平成 31 年 2 月～3 月は会議室のご利用はできません。
但し、相談や印刷機の利用、４月以降の会議室予約に関しましては、通常業務で
対応いたします。詳細は、電話（0797-26-6452）、メール（aia@ashiyanpo.jp）
でお問い合わせ下さい。
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。
（橋野）

講座案内
はじめてみよう初心者のためのボランティア講座
「ボランティアに関心があるけれど、どこで探せばよいのだろう。」
「仕事をリタイ
ア後、時間があるので何かの役に立ちたい。」など、自分にあったボランティアや
市民活動を見つけたい方のための講座です。関心や条件に合わせて具体的な活動先
を探せます。
日 時： 平成 31 年 1 月 19 日（土）10：00～11：30
会 場： リードあしや会議室 A
参加費： 無 料
申 込： リードあしやへ名前と電話番号をお知らせください。
電話（0797-26-6452）メール（aia＠ashiyanpo.jp）
担 当： 奈 良

講座報告
市民活動団体のための助成金講座（11 月 17 日）
資金開拓の考え方、助成金の意味や申請書類の書き方な
どを説明しました。参加者から「助成金の概要がつかめた。」
「申請書にまとめることによって団体の課題がはっきりし
てくることもよくわかった。」など感想をいただき、好評で
した。書類を書くのは事務的に大変な面もありますが、そ
のプロセスは採択されてもされなくても団体の成長にとっ
て役立つということを伝えました。個別の相談も承ってい
ますのでお気軽にお尋ねください。（奈良）

普通救命講習会（11 月 22 日）
今年も市民の方や市職員、リードあしや職員など様々な方
にご参加いただき充実した講習になりました。内容は応急処
置法から AED を使用した心肺蘇生の実技など。また芦屋市
消防本部の現状や救急出動体制のお話も伺いました。
過去に講習を受けたことはあるが、忘れてしまっていたと
いう方もいらっしゃって、定期的に受けることの大切さを学
びました。（出口）

子どもボランティア活動
～子どもたちのグループが誕生しました～
昨年夏休みに実施した「夏休みわくわくスペシャル」では、「ふれ
あい子どもカフェ」と称して、子どもたちがメニュー表や看板を作成
したり、来館者にコーヒーやジュースお菓子をサービスしたりするボ
ランティア体験プログラムを行いました。
この度、そこへ参加した小学生を中心とした子どものボランティア
グループを立ち上げることになりました。現在 12 名の子どもたちが
グループに参加しています。
昨年 11 月に説明会を行い、今後の活動について話し合いました。
まずはボランティア活動の依頼を受けて実際に体験し、その体験を生か
して、少しずつ自主的な活動を考えていくことになりました。
その第 1 弾の活動として、12 月 9 日に芦屋市保健福祉センターへ
「第 11 回芦屋市障がい児・者作品展」のコンシェルジュとして参加
してきました。来館者が少なかったので、自分たちでチラシを配り案
内をしたり、アンケートへの記入の呼びかけをしたりと、意欲的に活
動しました。途中「（特活）芦屋市手をつなぐ育成会」の風船バレー
にも参加させていただき、とても楽しい 1 日を過ごしました。
今後は「ウィザスあしやフェスタ」でのお手伝いを予定しています。
子どもボランティアの依頼は、リードあしやまでご相談ください。子
どもたちの笑顔と元気を皆さんにお届けします。今後の活動報告をお
楽しみに！（出口）

●説明会の様子●

●活動の様子●

最近の相談から
～ボランティアの受け入れについて～
ボランティア募集についての相談が増えています。イベントで音楽演奏してくれるボランテ
ィアを紹介してほしいなど、演芸ボランティアの相談は、1、2 年前から少しずつ増加してい
ましたが、最近では福祉施設から、恒常的にレクリエーションを担ってくれるボランティアや、
施設利用者の個別のニーズに寄り添ってくれるボランティアを求められるケースも目立って
きています。
経験がない中、いきなりボランティアの受け入れを担当せざるを得ない施設職員の方もいる
ようです。リードあしやでは、単なる「人（ボランティア）の紹介」だけではなく、ボランテ
ィアが事業の趣旨を理解し主体的に参加してくれるように、受け入れの工夫について助言して
います。ボランティアならではの力を生かし、よりよい活動を展開できるよう応援しています。
ボランティアの受け入れについてお気軽にご相談ください。（奈良）
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
インフルエンザが流行っていますが皆さまお変
わりないですか？●予防にはうがい手洗いや某
ヨーグルトが効くだの緑茶が効くだの様々なこ
とが言われていますが、皆さんはどんな予防法を
お持ちですか？●一番の特効薬は「気合」ではな
いか？看病している人はかかりにくいし…と平
成最後の冬に昭和的な（？）結論に達したスタッ
フ一同です。●次号は新しくなるリードあしやを
ご紹介する予定です。お楽しみに。
（境田）

