「あしや市民活動センター」情報紙

あなたの魅力を市民公益活動に活かす

「第 5 回あしや市民活動フェスタ」

マナー講座

におけるボランティア説明会のご案内

（接遇研修）

日 時：201２年１０月１日（月）
１０：３０ ～ 1２：１５
場 所：あしや市民活動センター
講 師：福田 素子（ふくだ もとこ）氏
参加費：５00 円
対 象：市民（市内に在住、在勤および在学
する個人並びに、市内で活動
する法人、その他の団体）
定 員：20 名
申 込：必ずお申込みください。
（９月２０日まで）

日
会
内

≪ボランティアとして活躍し、体験をして
いただきたい内容≫

基調講演受付、会場設営、弁当配送・配
布、キッズコーナー補助、小討論会補助、
会場回り警備等）
申

‘12/８/20
発 行

時：2012 年９月１日（土）
13 時 30 分～15 時 30 分
場：あしや市民活動センター
容：第 5 回あしや市民活動フェスタ
でのボランティア説明会

込：必ずお申込みください。
（８月３０日まで）
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芦屋市との協働により設立されたＮＰO 法人です。

TEL:0797-26-6452 FAX:0797-26-6453 HP http://www.ashiyanpo.jp

□自治会等アンケート調査結果および新しい公共事
業における地域のボランティアコーディネーター
養成講座・基本編･･････････････････････････ 1 面
□施設ボランティアマッチング交流会報告･･･２，3 面
□あしや市民活動センターボランティア募集･･･ 3 面

E-Mail：aia＠ashiyanpo.jp

□マナー講座参加者募集･････････････････4 面
□「第 5 回あしや市民活動フェスタ」における
ボランティア説明会のご案内･･･････････４面
□相談会・ＮＰＯ相談･パソコン相談・マンション
（分譲）管理運営定例相談･･･････4 面

マンション(分譲)管理運営定例相談会

定例 NPO 相談会
毎月第４火曜日
１0 時 30 分～15 時
ご相談をご希望の方は、ご連絡ください。
※日程が合わない方は、別途ご相談

こんな方をお待ちしています
・法人格を取得して、今活動している市民活動
を活性化したい！
・NPO 法人の運営、ボランティアグループの
運営に困っている。
・ビジネス経験を活かして、新たなソーシャル
ビジネスをはじめてみたい。
・何か、生きがいになる活動をしてみたい。
・趣味や技能を活かした活動をしてみたい。

毎月第１・３木曜日

10 時～12 時

芦屋市の分譲マンションの役員、区分所有者、
マンション購入希望者の方がお持ちの疑問や
悩みなどの相談を無料でお聞きし専門の相談
員（マンション管理士・宅建取引主任）がアド
バイス致します。
■事前予約制ですのでお電話にてお申込下さい。
TEL.0797-38-6841

パソコン相談日
毎週水曜日

10 時～15 時

パソコン操作でお困りなことがあればご連絡く
ださい。フリースペースにてスタッフがアドバイ
ス致します。※基本はご自身のパソコン持参
■事前予約制ですのでお電話にてお申込下さい。
TEL.0797-26-6452

芦屋市 自治会等アンケート調査結果報告会および
地域のボランティアコーディネーター養成講座後における

『ティータイム交流』報告
7 月 18 日（水）に「芦屋市自治会等アンケート調査報告会および地域のボランテ
ィアコーディネーター養成講座（基礎編）」が開催されました。講座への出席者は 34
名（団体数 29）、その後の『ティータイム交流』には 24 名の方々にご参加いただ
きました。５つのグループに分かれ、各グループに主催者側の 5 名（市民生活部 北
川部長、市民参画課 福島課長、中嶌課長補佐、コーディネーター 海士、及び当セン
ター重政）が加わり自由に意見交換・交流を実施しました。
全体の感想として「自分のしている活動を体系的に整理できた。」
「活動のヒントにな
ることもあったので良かった。」「他の自治会の意見も聞けて良かった。」とのお声を
いただきました。しかし「基礎編とあったのに理解しにくい部分があった。」
「思って

あしや市民活動センター
□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
・精道小学校北側 旧消防署の北の道を東に１００メートル
・
「阪神芦屋駅」
・阪急バス「阪神芦屋停留所」から東に徒歩２分
□連絡先：
〒659-0064 芦屋市精道町５番 11 号
TEL : 0797-26-6452
FAX: 0797-26-6453
Ｅメール：aia@ashiyanpo.jp

いた内容と少し違っていた。」等の御意見もいただき反省点もありました。全体的に
は多くの自治会が意見を述べられ活発に交流が行われました。次回の講座も今回の御
意見を参考にし、更にみなさんの経験と知恵を拝借しご一緒に考える講座を行う予定
にしております。

施設ボランティアマッチング交流会報告
ご参加いただいたみなさま
7 月 9 日（月）当センターにて、福祉施設の方とボランティ
アの方との交流会を開催しました。施設の求めるものと、ボラ
ンティアをする側がお互いをよく知ることにより、よりよいボ
ランティア活動につながっていくことを目的として行われま
した。当日は、3 分程度の短い時間ではありましたが、ボラン
ティア団体の紹介がありマジックやバルーンアート、読み聞か

タイムスケジュール
１３：３０～ 挨拶
１３：３５～ 団体紹介
１４：３５～ 休憩
１４：４０～ ミニ講座
『ボランティアについて』
講師：海士美雪
（特活）あしやＮＰＯセンター
ボランティアコーディネーター

１５：００～

交流タイム

せなどを披露していただきました。

＊施設のみなさま＊

＊ボランティアのみなさま＊

＊ロングライフ芦屋

＊チーム・てとてと

＊有料老人ホーム グランドビュー甲南

＊ともしび マジックサークル

＊(社福）芦屋なかよし福祉会

＊アロハハイタウンズ

＊グリーンライフ㈱有料老人ホーム

＊神戸パイロットクラブ

アクアマリーン西宮浜

＊バルーンおじさん

＊(社福）芦屋みどり福祉会

＊㈱ヘッズ

＊特定非営利活動法人 ギブ

＊MINIKA 倶楽部

＊アクティブライフ山芦屋

＊民話よみ隊

＊NPO 法人多言語広場セルラス

＊藤原さま

＊ほっと・ポット

＊便利屋ドリーム

このような名札
をつけて、ご参加
いただきました。

あしや市民活 動セ ンター
での専門相談 によ り新し
くＮＰＯ法人 の認 証を受
けた団体様

休憩時間をはさみ、
「ボランティアについて」のミニ講座を

募 集 中

あしや市民活動センター ボランティアコーディネーターの海士 美雪

あしや市民活動センターでは一緒に活動、お手伝いいた

さんにしていただきました。講座のあとは思い思いに施設・ボランティ

だけるボランティアさんを下記の通り募集しています。

アの方々との交流が行われました。

＊「あしや市民活動フェスタ」11 月 17 日（土）での警

プレゼンテーションの時間は短かったけれど、新たなボランティアグル
ープを含め、数多くの方々との交流ができてよかったとのお声、また、
希望する（ものとの）出会いがなくがっかりされたとのお声もいただき
ました。皆様からいただいた貴重なご意見を次回に反映できるように頑
張りたいと思います。

＊ＮＰＯ法人
マイシャガール美術館
＊（特活）
芦屋ワールドピース

備、駐輪場整備、受付、案内、清掃等
※詳しくは 4 面 9 月 1 日の「ボランティア説明会の
ご案内」をご覧ください。
＊「あしや秋まつり」10 月 7 日（日）での駐輪場整備、
清掃、受付等

お問い合わせお待ちしております。

あしや市民活 動セ ンター
に新しく登録 いた だいた
団体様
＊（特活）
多言語広場ＣＥＬＵＬＡＳ

