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地域の課題解決又は発展を目的とする団体 ６月 25 日現在 150 団体

想像から創造へ
芦屋への想いを ALL 芦屋で知恵を出し合い語り合い
アイデアを実現し次世代につなごう
6 月 17 日(土)午前 10 時から午後 4 時 15 分、 れる一方で「“大人のまち”とはなんだろう」、
昼食及び休憩 60 分を挟み 6 時間余り、参加者は 「芦屋の良さを知ってもらうための発信力が弱
高校生 35 人、一般・団体が 63 人、総勢 98 人の い」「リアル芦屋を Twitter につぶやこう」な
ど、様々な意見が飛び出しました。
会議になりました。
第1部

ゲストスピーカーによる
パネルディスカッション
ファシリテーターに
山崎亮氏（studio-L 代
表／東北芸術工科大学
教授）、ゲストスピーカ
ーに大森一樹氏（映画
監督/大阪芸術大学教授）、中田有子氏（ギイチギ
ャラリー館長）、三宅正弘氏（武庫川女子大学准
教授）をお招きし、それぞれの目で見て感じた今
の芦屋を語っていただきました。そして芦屋の
未来を考えるヒントとして「ゆるキャラを作ら
ない」
「B-１グルメではなく A-1 グルメで」
「公
共エリアでは禁煙」「駅前の駐停車場をなくす」
など『笑顔になるために“大人のまち”芦屋で“し
てはいけない”10 か条』が提案されました。
第 2 部 私たちの暮らすまち芦屋を考える会議
午後から、参加者のみなさんによるグループ
ディスカッションが行われました。「治安が良
い」「景観が美しい」などといった魅力が出さ

＜参加者による意見> 抜粋
リアル芦屋を Twitter につぶやく／大人と
若者の意見交換の場を／外国人と自然に交
流する場所をつくる／教育に英語を取り入
れ国際化を／禁煙エリアの設定／駅半径
300m 以内駐車禁止／ドローン禁止／コ
ミュニティーバスを走らす／無電柱化する

ファシリテーターの山崎氏から、『“してはい
けない”10 か条』をきっかけに、芦屋のイメー
ジから出る経済的豊かさを社会にどのように活
用していくべきか考えよう、という問題提起も
ありました。
世代をこえて話し合える会議の継続
芦屋の未来のために、
今自分たちができるこ
とを考え、実践する会議
を目指しましたが、今回
は、残念ながら実践まで
はたどり着きませんで
した。しかし高校生から 70 代という幅広い世
代の市民が集い、対等に意見を出し合えたこと
（次頁へ）

（前頁 続き）

に一定の成果を感じています。また参加者から
も「このような場を持ってほしい」という感想を
多くいただきました。頻繁に意見交換の場を持
つことは難しいとしても、様々な市民の意見を

受け止め、共有を図れる場を今後も提供できた
らと思います。今回の会議の模様や内容の詳細
は、リードあしやのホームページに掲載してい
ますので是非ご覧ください。（橋野）

夏休み！わくわくスペシャル～チャレンジ！チャレンジ！チャレンジ！～
新しい体験、夏休みを楽しむプログラムです。
夏真っ盛りの 5 日間、子どもたちの居場所として、ご利用ください。
日

時

８月１日(火)～５日(土) 10:30-16:30

対

象

小学生・中学生

会

場

リードあしや

費

用

無料

※ただしプログラムによっては参加費が必要です

問合せ＆申込先 リードあしや

担当：橋野

（TEL：0797-26-6452／FAX：0797-26-6453／Mail：aia@ashiyanpo.jp）
プログラム（予定）

8 月 1 日（火）

10:30－12:00

災害サバイバル！火をつかわない料理＆おにぎり作り

無料

生活協同組合コープこうべ

13:00－16:30

ストローグライダー・飛行機作り

100 円（材料費）

日本宇宙少年団六甲分団

11:00－13:00

おにぎり作り・食事交流

無料

芦屋市商工会女性部

13:00－15:00

感想文教室①書き方のコツをつかむ

500 円（2 回分）

オンライン学びや

13:00－16:00

楽しい折り紙カレンダー作り

200 円（材料代）

トミ＆ヨシ

10:30－12:00

災害サバイバル！火をつかわない料理＆おにぎり作り

無料

生活協同組合コープこうべ

13:00－16:00

点字しおりを作って視覚障害の方に読んでもらおう

無料

芦屋点字友の会

13:30－15:00

マナー教室

７00 円（菓子代など）

日本現代作法会

8 月２日（水）

※8／4 要参加

8 月３日（木）

お友だちのお家に行ったらどうする？

8 月４日（金）

11:00－13:00

おにぎり作り・食事交流

無料

芦屋市商工会女性部

13:00－14:30

英語で歌、ゲーム

200 円

Cool kids club

14:30－16:00

英語でゲーム、クラフト

200 円

Cool kids club

13:00－16:00

感想文教室②実際に書いてみよう ※8/2 要参加

（8／2 に徴収済）

オンライン学びや

11:00－13:00

おにぎり作り・食事交流

無料

にろく会

13:00－15:30

世界で一つの自分だけのカラークリアファイルを作ろう

350 円

遊遊

13:00－14:00

土の中のいきものをみてみよう

200 円

葉っぱリサイクルクラブ

14:30－16:00

打ち水してみよう

100 円

あしやエコクラブ

他
他

8 月５日（土）

７７７プロジェクト
2017 年夏「777 プロジェクト」が始まります。
８月は芦屋でいっぱい楽しみましょう！
※詳細は、チラシやホームページをご覧ください。
・

・

・ ・

・

７７７プロジェクトとは芦屋市制７７周年とウルトラセブン。７をキーワードにした、

8 月 27 日(日)メインイベント

市民参加型の誰も楽しめるプロジェクトです。リードあしやも参加しています。

精道小学校に集合！夏休み最後の日曜日をしっかり遊ぼう！
日

時

８月２７日（日）

全日

会

場

精道小学校

内

容

ウルトラセブン上映会『ウルトラ警備隊西へ』
ヒーローショー
バンド演奏
熱気球に乗ってウルトラセブン目線で芦屋を眺めてみよう
「芦屋のまちに巨大化したキミが現れる！」合成写真撮影会
など

8 月 1 日(火)～27 日(日)

リードあしやでは

芦屋市内で様々なイベントが開催されます。

期間中、リードあしやにて市民団体が日替わりで体験型カフェをオープンします。
みなさんのご来館をお待ちしています。

＜例＞紙でお花をつくろう（ペーパークイリング）

精道中学校茶道部によるお点前／笑いヨガ／英語で学んで歌ってみよう／相続手続きなど法律お気軽相談
腹話術公開講座／ストローグライダー＆飛行機作り／世界平和の絵を描こう／子ども防災かるた会…など

「講座企画、お待ちしています」～第 3 回自主講座企画応援プログラム 応募開始～
自主講座企画応援プログラムを今年も実施します。独自で企画する講座案を、7 月 3 日(月)
から 31 日(月)まで募集しています。初めての団体の方もぜひチャレンジしてください。
要項や申請書はリードあしやホームページからダウンロードできます。
http://ashiyanpo.jp/news/432（応募はリードあしや登録団体に限ります。）
【平成 28 年度第 2 回リードあしや自主講座企画応援プログラムの実施報告】
「人生が変わりそうです」

「絵本の力を再認識しました」

「ボランティア養成講座 やってみよう！楽しい

「大人のための絵本の世界

腹話術」
（芦屋 Tio クラブ）
（11 月～2 月）

「絵本子育て」センター）
（12 月～1 月）

プロの腹話術師、福小介さんを講師に招いた 7 回

大人向けに絵本の力・可能性を伝える 3 回シリー

シリーズの講座です。
「友達の輪がひろがった」、な

ズの講座。子育て世代や子育ての一段落した方な

ど参加者からは好評。今後は学

どが参加。アンケートで「とてもよかった」と回

びを生かして、積極的にボラン

答した人が 86％で好評でした。

ティアで出前を行う予定です。

part2」
（NPO 法人

（奈良）

はじめてみよう

初心者のためのボランティア講座 （4 月 15 日）

ボランティアをこれから始め ティアに対するイメージが身近になりました」
てみたいという人を対象に、基本 とか「ちょっとワクワクしてきました」、
「人びと
的な知識を伝え、具体的に活動先 を元気にできるボランティアに携わりたいと思
を紹介する講座です。今回は 6 名の方が参加し いました」といったコメントが寄せらせました。
ました。活動先として、花の植え替え作業、子ど 次回の開催は冬ごろの予定ですが、ご希望があ
も支援活動、居場所づくり活動、外国人支援活動 ればいつでもご相談に応じます。お気軽にお問
などを紹介しました。参加者の方から、
「ボラン 合せください。（奈良）

NPO 設立の基礎講座

（5 月 13 日）
NPO を設立して間もない団体が、 参加者は 2 団体（6 名）。1 つは NPO 法人化
運営につまづき、活動が停滞して をすでに決定している団体、もう 1 つはまず組
しまう事例に出合うことがあり 織化を考えようとしている団体でした。講座後
ます。設立前に十分な検討と準備 のアンケートでは「設立の見通しがつきそう」、

ができるようにと、法人化を考える団体向けに 「理解が深まってよい機会になった」、「他の団
本講座を開きました。法人化の意味、設立の手続 体と知り合えたのでよかった」との感想で手ご
きや情報公開のこと、各ステップでのポイント たえを感じました。NPO 設立のための講座を来
などを説明しました。

年度も実施したいと考えています。（奈良）

第 29 回芦屋さくらまつり
清掃ボランティア（4 月 1 日～3 日）

トライやる・ウィーク

まつり当日と開催後の計 3 日間の清掃ボランテ

精道中学校から 3 人を受け入れました。リード

ィアに、7 団体（69 名）と個人 11 名で合計 80

あしやでの会館業務や、芦屋翠ホーム、認定Ｎ

人が参加しました。ご協力ありがとうございま

ＰＯ法人フードバンク関西のご協力の元、ボラ

した。（橋野）

ンティア活動と市民活動について学びながら、

参加団体

朝日ヶ丘町自主防災会・芦屋やまぼうし・尼崎信用金

仕事を体験してもらいました。最終日には、会

庫阪神芦屋支店・ＡＣ20 期はたち会・ＡＣ29 期お掃除クラブ・

館利用者や行政の方も交えて体験の発表会をし

ＡＣ30 期会・サニーカフェ（50 音順）

ました。（橋野）

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

（5 月 29 日～6 月 2 日）

編集後記
スタッフはフェスタを終えてホッとする間もなく、夏
休みのイベント準備に大忙しの毎日です。
8 月の「ふれあいカフェ」は市民団体のみなさんが
様々なプログラムを準備してくれています。詳細が決
まり次第ホームページやチラシでお伝えしますのでチ
ェックして下さい。もちろんカフェですから、冷たい
飲み物とお茶菓子セットを 100 円でご用意。子ども
（小・中学生）は無料です。夏のクールスポットとし
ても是非ご利用下さい。
（境田）

