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地域の課題解決又は発展を目的とする登録団体 現在 152 団体

第 8 回あしや市民活動フェスタ 報告（7/25 開催）
テーマ「新しい世界と縁を広げよう」
「市民活動を活発にして、わくわくする芦屋の街
にしたい！」そんな思いを込め、真夏の好天の中、
リードあしや(公光分庁舎北館)に
「素人寄席・天満天神の会」のみなさん

て第 8 回あしや市民活動フェス
タを開催致しました。当日は参加

午後からの市民活動団体の紹介ブースでは、お互

団体 21 団体、来場者数約 210

いの活動を紹介しあって交流が生まれ、協働事業の

名の方を迎え、また会場では県立
芦屋高等学校ボランティア部の皆

企画も出ました。また、子どもたちも楽しめる、水
山中市長

さんにも活躍いただきました。
山中市長、畑中市議会議長の挨拶で開会。そして

ロケット製作やボードゲーム、絵本の読み聞かせな
どのプログラムも行いました。
県立芦屋高等学校のボランティア部の皆さんは、

大阪の市民落語家団体「素人寄席・天満天神の会」

絵本の読み聞かせプログラムに参加したり、団体紹

のみなさんによる落語でプログラムはスタート。続

介のブースの聞き手になったりと、いつもシニア中

く座談会では、落語活動に参加するようになったき

心に活動している団体にとっても新鮮だったよう

っかけや、活動の楽しさについて語られました。代

です。

表の天神亭神山さんいわく「『教養』と『教育』が

映像記録は「男性向け映像ボランティア講座」の

大事です」。その意味は「（いくつになっても）今日

修了生が立ち上げた団体「芦屋映像倶楽部あしぞう」

用がある、今日行くところがある、これが元気の素

が担い、実践デビューしました。

ということです」などとダジャレ交じりの教訓も飛
び出し、会場からは笑いが起こりました。

来年度は春にフェスタの開催を予定しておりま
す。ご要望、ご意見等がありましたら、リードあし
やまで、お知らせください。

絵本の読み聞かせの様子

水ロケット作成の様子

団体紹介ブースの様子

「第 1 回リードあしや自主講座企画応援」対象団体が決定！
講座企画運営を改善したい登録団体向けサポートのこの企画、第 1 回の公募は、8/5 締切後、選考を
経て以下の３つの企画が採択されました。
・
「私たちの暮らしと憲法」

（あしや「九条の会」
）

・
「絵本の絵とことばが教えてくれること」 （NPO 法人「絵本で子育て」センター・絵本講師の会）
・
「自然エネルギーの可能性について考える市民連続講座」

（原発をなくそう芦屋連絡会）

現在、それぞれの企画主体の団体の方と、企画の磨き上げ、広報戦略の組み立てなどを行っています。
11 月から講座が始まる団体もあります。どんな講座になるか、乞うご期待！

第１回団体交流会報告(6/13 開催)
自団体を紹介しあい、活動上の悩みを解決するた
めの知恵を交換する団体交流会を開催しました。

PR することが大事だという意見にみなさんは大い
にうなずいていました。

参加団体は、託児のグループや森林保全の活動を

さらに良い効果が！参加団体同士が意気投合し

する団体、英語、コーラスなどの音楽やフラダンス

て新たな連携が生まれるきっかけとなりました。

の団体、自助グループの中間支援団体などから 9 名
の方が参加されました。

●今後の団体交流会の予定
・第 2 回 9 月 12 日(終了)

様々な悩みのある中で、多くの団体に共通してい
たのが参加者やメンバーの不足。参加者からの、手

・第 3 回 12 月 5 日
初めての方もお気軽にご参加ください。

をこまねいていないで、自分たちから足を運んで
悩みや解決策
を書き出して
みました

ちょっといい話―団体同士の連携
「あしや市民活動フェスタ」から、団体同士の連携が生まれました。今後の広がりを期待したいです。
◆託児「芦っ子」& 公光町自治会
公光町自治会の祭りで、託児「芦っ子」に、子ども向けの折り紙ブース依頼。
◆芦屋映像倶楽部「あしぞう」& （特活）ひょうごセルフヘルプ支援センター
11 月に行われる 15 周年記念事業で「あしぞう」に撮影依頼。
◆芦屋映像倶楽部「あしぞう」& 兵庫県温暖化防止活動推進委員会
打ち水で地面の温度を下げて、環境問題について考える活動(8/4 実施)。
その活動風景を「あしぞう」に撮影依頼。

打ち水の様子

おススメ助成金情報

ボランティア活動助成金

説明会

（主催：公益財団法人 コープともしびボランティア振興財団）

●申込締切：平成 27 年 10 月 30 日（金）

●助成金額：団体

●助成対象：兵庫県内で継続的に活動する福祉・環

30 万円

個人 3 万円（上限）

※申請には説明会参加が必須です。詳細は、
「公益

境などのボランティアグループ（または個人）

財団法人コープともしび振興財団」のウェブサ

※法人格を持つ団体は対象外

イトをご確認ください。

芦屋 Tio クラブ 代表 西本桂子さん

登録団体インタビュー
―活動内容は？

―これからの活動は？

定期的に市内の福祉施設に訪問し、芦屋という地域

9 月にはお食事会の中で、民話の絵本劇場の映像に

の事をよく知らないシニア層へ、民話の朗読や音楽

合わせて、様々な楽器を演奏しながら共に唄うとい

演奏をするといった、交流活動をしています。

う企画が予定されています。
この度、腹話術ボランティア養成に関する事業の助
成金申請が採択されました。芦屋 Tio クラブは、腹
話術を通じて、まだ芦屋の民話を知らない人々への
活動を考えています。9 月からのボランティア養成

朗読の様子（あしや市民活動フェスタにて）

＜ボランティア養成講座

講座にぜひご参加ください。

やってみよう！楽しい腹話術（全 8 回）＞

期間：平成 27 年 9 月～12 月 13：20～15：00
(毎月 第 2・4 木曜日、12 月のみ第 1・第 3 木曜)
講師：福 小介 先生
場所：リードあしや 会議室
申込・問合せ：芦屋 Tio クラブ
tel:0797-25-0177 fax:0797-31-9061

施設利用状況(4-8 月)

NPO 相談件数も増加しており、NPO 法人の設立

利用者数は増加傾向

のための書類の確認、会計の方法、登記の方法等の

全体的に利用者数は、若干の増加傾向にあります。 相談がありました。 またパソコン相談では「パソ
芦屋市立上 宮川文化センターと芦屋市立体育

コンで会報誌を作っているが、word の使い方でわ

館・青少年センターが、11 月から順次工事期間に
入り、団体が活動できない
ため、リードあしやを使え

からないところがある。
」等の相談がありました。

団
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ないかという問合せが増え
ています。
イベント等のチラシを
お持ちください。
当センターでは、市民活動
団体が開催する事業、メン
バー募集等の掲示及び、配
架の協力をしています。
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パソコン相談

定例 NPO 相談
毎週火曜日・金曜日

10 時～15 時

毎週水曜日

対象：どなたでも

１０時～１５時
(１団体１時間程度)

・ボランティアや NPO など市民活動に関する
ことならなんでも、お気軽にご相談ください。

対象：登録団体、登録ボランティア
・会報誌作成のアドバイスなど
※パソコン本体の故障等には対応しません。

※いずれも予約制です。事前にお電話ください。 tel 0797－26－6452

ボランティア募集情報
「あしや秋まつり」で、ちょっとひと汗かきませんか？
日時：10 月 11 日(日) 午前の部 8:30～12:00

午後の部①12:00～15:30

午後の部②15:30～17:00 全日参加 8:30～17:00 ＊全日参加大歓迎です！
場所：芦屋市立精道小学校

活動内容：会場内のゴミ拾い、駐輪場の整理

参加申込：(特活)あしや NPO センター tel 0797-38-6841（担当：金子）
※お弁当の必要な方はお申し付けください。お茶は全員にお配りします
まつり主催：あしや秋まつり協議会（tel 0797－38－2033）

施設からのお知らせ
【アンケート報告（4-８月）
】アンケート総数は 14 件。自由記述
で、
「職員の対応が良い」
「施設がキレイ」
「wi-fi を設置してほしい」
というご意見等をいただきました。ありがとうございます。ネット
は現在有線でご利用いただけますので無線対応の予定はありませ
んので、ご了承ください。
【新印刷機導入！】9 月 10 日から安価でキレイに印刷できる機械
を設置しました。A４、B4 サイズは白黒 1 枚 5 円と、従来の印刷
よりも安くなります。ぜひご活用ください。

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/

編集後記
季刊紙担当の石本です。今号で、
皆様の団体紹介の記事を書いて
みて、中々思うような文章が書
けず、どのように表現したらい
いか勉強になりました。文章で
相手に伝えることの難しさを改
めて痛感しました。今後、より
良い情報を提供できるように、
取り組みたいです。次号は 12
月に発行予定です。

