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報告【男性向けボランティア交流会】ビデオ撮影ボランティアに挑戦!!
全講座終了
「次につながる活動に…」５月３０日の上映会を最後に全講座終了しました。前号の「かわらばん」
に引き続き、第３回からの報告です。
●第３回「映像で残したい芦屋」
（４/４）

●第５回「編集作業」（５/２）

前回話し合った中から、
「映像で残したい芦屋」を

撮影した映像の編集作業を行いました。編集技術

テーマに２つのチームに分かれ、実際に撮るものを

や注意点などを学び、作業に取り掛かりました。慣

導き出していきました。各チームのテーマは、
「芦屋

れないパソコンとの戦いに悪戦苦闘しながら、テロ

のひまわりはいづこへ」
「芦屋の西国街道を歩く」に

ップを入れたり、音楽をつけたりしました。映像完

決まりました。

成後は、感動のあまり拍手がおこったチームもあり
ました。

●第４回「撮影会」（４/２５）
事前に、チームごとで撮影場所の下見を行い、撮

●第６回「映像完成上映会」（５/３０）
すべての作業が終了し、完成した映像をたくさん

影会に挑みました。どのチームも１日かけて、様々

の方に観ていただこうと、
「上映会」を企画しました。

な場所を撮影しました。

今後の活動につながるように、受講生の方たちで自
主的に企画・運営を行い、当日１０名の方が参加さ
れました。
「芦屋に住んでいても知らなかったことが
あり、とてもよくわかった。
」とご意見をいただきま
した。

今回で講座は終了しましたが、今までのチームワークと撮影の技術を使って、今後自主的に活動を
続けていくことになりました。これからの活動にご期待ください。

ぜひご覧ください！

交流スペース展示・販売

４月より、市民活動団体の紹介・活動内容の展示・活動実績の販売ができるコーナーを設けて
います。各団体の活動内容を写真などで紹介したり、オリジナルグッズも販売したりしています。
リードあしやをご利用の際には、是非一度足をとめてご覧ください。今後続々と活動紹介を予定
しています。お楽しみに！

＝今後の活動紹介＝






6/1～6/15 ........... リレー・フォー・ライフ関西実行委員会
6/15～6/29 ..... 芦屋観光協会
6/29～7/6 ........... 日本宇宙少年団 六甲分団
7/6～7/21 ........... 夢パワー企画
7/27～8/3 ........... ハウオリポリネシアンスタジオ芦屋

 8/3～8/17 ........... 遊遊
 8/17～9/14 ........ リレー・フォー・ライフ関西実行委員会
 9/14～10/5 ........ スペシャルオリンピックス日本・
兵庫・芦屋プログラム
 11/23～12/7 .... 託児「芦っ子」

オリジナルグッズの販売

活動内容を写真で紹介



登録団体インタビュー
AC16 同期会 いざよい会
芦屋川カレッジを卒業された方々で結成された
AC16 期同期会いざよい会の中で行われている
「マジック同好会」のご紹介をします！

TOPICS!

↓ハンカチを使ったマジック↓
↓ヒモを使ったマジック↓

アンケート箱を設置しました！

「月に１回は、リードあしやの会議室を利用して
ヒモを使った手品やハンカチを使った手品等の
練習に励んでいます。(今まで 100 回以上は練習
しているそうです！) 自団体の忘年会や総会で
披露しており、自身も楽しみながら、お客さんに
喜んでもらえるように取り組んでいます。」

今年 4 月から、アンケート用紙・アンケート箱
を当センターに設置しています。芦屋市民の皆
さま・ご利用者の皆さまから、当センターにつ
いてのご要望・ご意見を募集しています！
より利用しやすい、あしや市民活動センターを
目指して参ります。リードあしやをご利用時に
は是非ともご協力お願い致します！

虎の巻

ボランティア保険に加入していますか？

A 兵庫県ボランティア・市民活動災害共済
往復途上を含む、ボランティア活動中の事
故に備える、もっとも一般的な保険です。
・加入者 ボランティア、ボランティア活動
団体
・掛け金 500 円(市民活動災害共済プラ
ン)/600 円 (地震・噴火・津波による
怪我を含む天災危機補償プラン)
・補償期間加入日から翌年 3 月 31 日まで
C 兵庫県移送サービス交通傷害保険
非営利の移送、送迎サービスを行う場合の
交通事故などによるけがを補償。1 名 1 口
600 円(10 口まで)

B 兵庫県ボランティア活動等行事用保険
ボランティアグループや NPO 法人等が主
催する行事活動に対する保険。傷害補償、
賠償責任補償が含まれます。
・加入者 ボランティア、市民活動団体
・保険料 1 名 50 円(宿泊なし) など
※行事は 1 日当たりの参加者が 20 名以上必
要、行事の 7 日前までに手続きを完了させ
ること。
D 自治会活動の保険
自治会活動は、通常のボランティア保険の
対象外です。自治会活動には、別途保険会
社が販売している補償の仕組みがあります。
各保険会社にご確認ください。

A、B、C の手続きについては、兵庫県社会
福祉協議会のウェブサイト
https://www.hyogo-wel.or.jp/public/
volunteer.php
からご確認ください。
ご自身の活動に見合った、保険を検討してみてはいかがでしょうか？
安心して活動するために、保険加入は大切です。以上虎の巻でした！

見逃せない！リードあしやが開催するお勧めイベント
市民活動団体運営のヒントは人に聴こう！
「私の悩みとあなたのヒント」情報交換・団体交流会
第 1 回 日時：6 月 13 日（土）済
第 2 回 日時：9 月 12 日（土）10 時から 12 時
＊お申込みが必要です。事務局までお問合せください。
なにか社会的な活動に参加してみたい！自分にもできるかな？
そんなあなたに活動の入り口をご紹介。家族で楽しいイベントです。

「第 8 回あしや市民活動フェスタ」
日時：7 月 25 日（土）10 時から 16 時

募集予告！「あなたの自主講座づくりを応援します」
対象：リードあしや登録団体
講座内容：団体の活動のテーマに基づき、公益性があり、かつ講座参加者に
とって新たな学び・社会的な活動につながるもの
支援内容：企画運営のアドバイス、広報支援、資金支援、など。
募集開始時期：7 月中を予定＊応募要項、申請書等は追って公開、告知します。

パソコン相談
毎週水曜日

10 時～15 時

（１団体 1 時間程度）

対象：登録団体（要予約）
登録ボランティア
団体 PR のチラシや会報・報告書
などの作成でお困りのことがあり
ましたらスタッフがアドバイスい
たします。
※ 出来るだけご自身のパソコンを
ご持参下さい。
ご注意ください!!
パソコンのシステムの不具合や、
インターネット接続に関するトラブ
ルには対応致しかねますので、
ご了承ください。

定例 NPO 相談
毎週火曜日・金曜日
対象：どなたでも

10 時～15 時

・ボランティアをしたい
・何か社会に役立ちたい
・NPO 法人を立ち上げたい
・団体の運営について相談したい、など
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。
会計、税務、労務など、内容によっては専門相談
員がお受けしますので、相談をご希望の方は事前
に電話でお尋ねください。
※ご都合が合わない方は、相談日以外の日時にも
応じますのでお問い合わせください。

■事前予約制です。お電話にてお申し込み下さい。
TEL 0797-26-6452

お・し・ら・せ
みなさま！イベントや行事の案内の方法にお困りではありま
せんか。リードあしや登録団体に限り季刊紙「リードあしや」
や、ホームページにも掲載させて頂きます！チラシ等受付ま
でお持ち込みいただくか、メールでデータをお送りくださ
い！ その他の意見もありましたら、ぜひお声かけください！

編集後記
季刊紙担当の石本です！この度、
リニューアルしました！従来の
「かわらばん」をセンターの呼称
である「リードあしや」に、変え
ました。これからも、より見やす
く、質の良い情報をお送りできる
よう努力します。

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
Ｅメール：aia@ashiyanpo.jp
URL : http://ashiyanpo.jp/

