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予約のオンラインサービスがはじまりました。
会議室の予約が、インターネット（ネット）から出来るようになりました。
利用前に必要な手続きは・・・
どのページから・・・
入金が確認できない場合は
空き状況照会は、どなたでも
リードあしやのホームページ
予約取り消しとなります。
ご自由にご覧になれます。
（http://ashiyanpo.jp/）から
ご注意ください。
ただし、ご予約には利用者番
「施設機器利用状況」を
申込み受付期間に注意
号とパスワードが必要です。
ご覧ください。
窓口とネット予約では、申込
リードあしや登録団体
事前に代表者様にお知らせしてい
ます。
その他の団体
窓口で申請書の提出が必要です。

受付期間

支払方法と予約の確定
ご予約後 1 週間以内に窓口で
入金をお願いいたします。
窓口でお支払いただいた時点
で予約完了となります。
※利用日を基準とします。

登録団体

窓
口

み受付期間が異なります。
下記の表をご覧ください。
お問い合わせ先は・・・
ご不明な点がございましたら
窓口にお問い合わせください。

リードあしや

ウィザスあしや

５か月前～当日

４か月前～当日

その他

２か月前～当日

申請方法・予約確定時期

所定の利用申請書を窓口に提出し、
利用料金を支払う。その場で予約確定。
ネットで予約申請し、予約番号を取得。

ネ
ッ
ト

5 か月と 1 日前
～前日

４か月と 1 日前
～前日

２か月と 1 日前

予約申請日から１週間以内に予約番号を

～前日 持って窓口へ。料金を支払い領収書受領
時に予約確定。

※抽選申込について

窓 口･･･ 抽選日の朝９時に窓口へ直接お越しください。
ネット･･･ 抽選日の前日正午～２４：００までに入力が必要です。

講座開催のお知らせ
登録を検討中の
皆様も歓迎！！

活動報告書の書き方講座
<日
<場
<費
<申
<主
<担

あしや市民活動センター登録団体は、年に
１回の活動報告書の提出が近づいています。
平成 28 年度より「事業報告書・収支決算
書」の様式が変更されます。
１年間の実績を振り返りながら
報告書の書き方を学んでみませんか？
個別相談希望の方は 4 月 16 日迄に
予約してください。（要相談内容記入）

時> ４月 23 日（土）
10:00～12:０0
所> ウィザスあしやセミナー室
用> 無 料
込> 要
催> リードあしや
当> 金子・奈良

はじめてみよう初心者のためのボランティア講座
<日
<場
<費
<申
<主
<担

時> 5 月 28 日（土）
10:00～11:30
所> リードあしや会議室 C
用> 無 料
込> 要
催> リードあしや
当> 奈良

ボランティアはしたことが
ないけれど、やってみたい。
どうやって見つければ？
自分にあった活動ってなんだろう？
そんな疑問にお答えする講座です。
ボランティア活動に関心のある方なら
誰でも参加できます。

ボランティア募集のお知らせ
第 28 回
<日
<場

芦屋さくらまつり

主催：芦屋さくらまつり協議会

時> ４月２日（土）４月３日（日）
８：00～20：00
所> 芦屋川東側道路
（大正橋～国道２号線・業平橋）

<申

込> 要

<対
<担

象> 12 歳以上
当> 石本

まつり会場の清掃や休憩所の運営など
ボランティアしませんか？
特に４月３日（日）大募集！！
既に募集を終了している時間帯も
ありますので、まずはお問合せ下さい。
皆様のご協力をお願いします。

※「第 28 回芦屋さくらまつり」の詳細は http://www.city.ashiya.lg.jp/sankaku/sakura/sakura.html をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ・お申込みは、各担当者まで。
詳しいチラシもご用意しています。
メール・電話でのお申込み・お問い合わせもお待ちしています。
（Tel・Email は 4 面参照）

講座 報告
報告
「NPO・ボランティアグループのためのかきかた講座」を開催しました。
（平成 27 年 12 月 19 日～1 月 30 日）
人に読んでもらうには・・・
「思いが伝わらない、読んでも
らえない、丁寧に作ったのに読
みにくい。」広報物を作成するの
は、企画を立てるのと同じくら
い難しいかも知れません。
伝え方・書き方を学ぼう
そんな悩みを解消するために、

現場で活躍するプロのノウハウ
基本的な考え方、具体的なポイ
ント、ちょっとしたコツなどに
ついて、それぞれの講師から丁
寧にお話しいただき、使えるノ
ウハウを教わりました。
市民活動に関わる人はどうして
も思いが先行しがち。だからこ

平成 28 年度も開催します！
来年度も開講予定です。
是非ご参加ください。

チラシやウェブサイト、ニュー
スリリースなどの書き方を学ぼ
うと「NPO・ボランティアグル
ープのためのかきかた講座」を
2 回シリーズで開催しました。

そ活動の意義を伝え、市民の共
感と参加を促すためにも、伝わ
るチラシや文章の書き方が求め
られている、と改めて実感しま
した。

■第２回■

■第１回■
12 月 19 日
「なるほど！伝わる
チラシの作り方」講師：入江陽子さ
ん（市民事務局かわにし）
1 月 30 日「プロに学ぶ！伝わる文
章の書き方」講師：畑野士朗さん
（神戸新聞社阪神総局）

（報告：奈良）

「第１回自主講座企画応援プログラム」終了しました。
（平成 27 年 11 月～平成 28 年 2 月）
講座開講に関わる悩みに対応
鮮な印象がありました。年齢性別問
マンネリ化や参加者集め、資金 （連続講座 11/28,12/12,1/30）
電力自由化の制度が進 わず多様な人が参加され広がりが感
などの悩みをもつリードあしや
登録団体向けに実施しました。
企画のブラッシュアップと支援
採択された団体と、講座企画案
をブラッシュアップ。広報、受
付、資金提供、振り返りまでを
サポートしました。
応援内容の充実化に向けて
今回の各団体とのやりとりの中
で、センターとして今後どのよ
うなサポート提供すべきか、考
えるヒントを得ました。
平成 28 年度は 8 月頃公募開始
次回はさらに良いプログラムに
して実施します。公募開始は
8 月頃を予定しています。
○講座開催報告○
■原発をなくそう芦屋連絡会

む中で、市民としてど

じられました。託児サービスを準備

のように考え行動する

し子連れも参加しやすくしました。

ことができるか。世界の潮流から、 センター提供企画運営アドバイス、
地元の市民の実践例まで紹介する講 広報支援、資金支援、講座運営支援
座。毎回多くの方が参加し会場は熱
気にあふれました。
「反対」主張だ

■芦屋「九条の会」

けでなく多くの人びとが関わりやす 「憲法って難しい？いいえ、暮ら
い代替策を提示したいという思いが しの知恵がいっぱい」憲法講座
伝わりました。今後の活動にどのよ （2/27）当日の会場はあふれんばか
うにつながるか期待されます。

り、大勢の参加者の熱気に包まれま

センター提供企画運営アドバイス、 した。62 名のうち 20 名が同会主催
広報支援、資金支援

のイベントには初めて参加したとの
こと。新たな層を巻き込みたいとい

■NPO法人「絵本で子育て」セン

う当初の目的にも適う講座となりま

ター「大人のための絵本の世界」 した。講師の話は分かりやすく、参
（連続講座 1/14,1/28,2/13）

加者からとてもよい内容だったと好

大人になって改めて絵本を通じて、 評でした。センター提供企画運営ア

「再生可能エネルギーについて考 コミュニケーションのあり方を見直 ドバイス、広報支援、資金支援
える」

す講座。毎回講師が替わったため新

（報告：奈良）

平成 27 年度芦屋市民活動センター リードあしやのご利用状況
平素からリードあしやをご利用 ご利用いただき、稼働率は

情報収集・発信のセンターへ

いただきありがとうございま

57％（48%）。

会議室がパーティションで区切

す。平成 27 年度の利用状況の

相談件数は 220 件（183 件）。

られている為、音漏れなど解決

ご報告をいたします。（

それぞれの数字からもわかるよ しにくいハード面での問題があ

）内

は前年度同期の数字です。

うに、全体的に利用者は 8～9％ りますが、
の増加傾向にあり、市民活動の 今後は、ボラ

数字から見るセンター利用状況

広がりを感じています。

平成 27 年 4 月から平成 28 年
2 月 29 日までの利用者総数は

ンティア活動
情報を、団体

相談内容ベスト３

から広く募るとともに、ボラン

13,647 人（12,510 人）です。

相談で最も

ティア受け入れ支援など、ソフ

印刷機等機器

多かったの

ト面に力を入れていきます。

利用者は

は団体の提

1,801 人

出書類作成

（1,648 人）

ご意見お待ちしています

や助成金の申請方法等、運営の 平成 28 年度は職員一同さらに

と増えています。9 月から新機 ノウハウでした。次いでチラシ 皆様の市民活動を支える施設と
種を導入し、使いやすくなった 作成等のパソコン相談（登録団 して取組んでまいります。アン
ことが一因と思われます。

体限定）、３番目はボランティ

会議室は 2,039回10,351人

ア活動希望相談、同率で行政か のご意見をお待ちしています。

（1,563 回 8,053 人）の方に

らの相談でした。

NPO・ボランティア相談
毎週

（要 電話予約）

火・金 10:00～15:00

ボランティア・NPO など市民活動に
関することなら何でも。
パソコン相談
毎週

（登録団体限定・要 電話予約）

水 10:00～15:00

会報誌作成のアドバイスなど。
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
・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
Email：aia@ashiyanpo.jp URL : http://ashiyanpo.jp/

ケートも常時設置し、皆様から
（報告：橋野）

編集後記
今号はオンライン予約システムの
ご案内と、本センター主催の講座を
中心にお知らせいたしました。
いかがだったでしょうか？
桜の開花が待ち遠しい季節、芦屋
川沿いのセンターにも、ぜひ足をお
運びください。
（境田）

