（特活）あしやＮＰＯセンター発
2018 年 10 月 1 日（月）発行 ニュースレター第 29 号
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
台風一過！昨夜の台風も様々な爪痕を残して去っていきました。金木犀の香りだけは心を癒して
います。被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
※会員様、賛助会員様、市民活動団体様、個人の皆様、名刺を交換させていただいた皆様にお送
りしています。
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
(＾◇＾) -----インデックス始まり-----(＾◇＾)
【
（特活）あしやＮＰＯセンターのイチオシ】
《参加者募集》
「災害支援の現場で私たちはどう動く？」シリーズ第 4 弾
【リードあしやのイベント】
１．
《参加者募集》
「ふれあい【エコ折り紙】カフェ」
２．
《お知らせ》
「リードあしや改修工事について」
【地域の市民活動・イベント】
１．
《参加者募集》
「機能性食品って本当に機能するの？」（食親同好会）
２．
《参加者募集》
「第 42 回作品展」
（あしや YO 倶楽部絵画グループ）
「
３．
《参加者募集》
「家事家計講習会」
（西宮友の会芦屋方面）
４．
《参加者募集》
「みんな集まれ！ミュージカルが始まるよ」
（芦屋市ファミリー・サポート・センター）
５．
《参加者募集》
「安藤誠の世界」
（(一財）日本熊森協会）
６．
《ボランティア募集》
「ダンスボランティア・メンバー募集」
（NPO 法人日本タンゴセラピー協会）
【スタッフこぼれ話】
「涙の理由」
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
【
（特活）あしや NPO センターのイチオシ】http://npoanc.org/
《参加者募集》
「災害支援の現場で私たちはどう動く？」シリーズ第 4 弾
各地の被災者に寄り添うふたりによる講演＆トークセッションと、シリーズ第 3 弾までに積み
上げたクロスロードゲーム芦屋版のお披露目です。
・日時：11 月 23 日（金・祝）13：30-16：00
・会場：リードあしや 会議室ＣＤ
・講演：李仁鉄氏((特活)にいがた災害ボランティアネットワーク理事長）
・進行：津久井 進 弁護士
・対象：防災、災害支援に関わる方など
・定員：30 名
・費用：500 円（1 団体 2 名まで同額で参加可）
・申込：メール(ashiya-npo@npoanc.org）にて、お名前、団体名、メールアドレス、電話番号

をお知らせください。
【リードあしやのイベント】http://www.ashiyanpo.jp/
１．
《参加者募集》
「ふれあい【エコ折り紙】カフェ」
あしやエコクラブによるカフェでリースやこまをつくってみませんか？
・日時：10 月 13 日（土）13：30-16：00
・会場：リードあしや
・内容：大人 100 円・こども無料（飲み物・お菓子付き）
・問合せ：リードあしや（電話：0797-26-6452 メール：aia@ashiyanpo.jp）
２．
《お知らせ》
「リードあしや改修工事について」
平成 31 年 4 月から公光分庁舎北館全館がリードあしやとなり、市民活動拠点が大きくなりま
す。それに伴い、平成 31 年 2 月、3 月に改修工事をしますので、その間は会議室のご利用はで
きません。但し、印刷機や会議室予約に関しましては別途用意する予定です。詳細は、改めて
ご案内いたします。2 月、3 月中は、移転したウィザスあしやをリードあしや登録団体であれば、
3 カ月前からの予約で 30%減免でご利用ができます。
【地域の市民活動・イベント】
１．
《参加者募集》
「機能性食品って本当に機能するの？」（食親同好会）
お口に入った機能性食品成分たちの腸内運命はいかに！という健康講座とフレンズアンサン
ブルのミニコンサートです。
・日時：10 月 13 日(土）12：30 会場 13：00-ミニコンサート 14：00-15：30 講演会
・会場：神戸市立御影公会堂ホール
・内容：ミニコンサート（フレンズアンサンブル）＆講演会（大澤朗 神戸大学教授）
・定員：200 人
・参加費：一般・大学生 500 円 高校生以下＆障がい者無料
・申込・問合せ：同会（電話 090-8539-8444）
２．
《参加者募集》
「第 42 回作品展」
（あしや YO 倶楽部絵画グループ）
メンバーによる絵画作品展です。
・日時：10 月 24 日（水）-10 月 27 日（土）9：00-17：00 初日 11 時より最終日 16 時まで
・会場：芦屋市民センター

多目的ホール 3 階

・問合せ：同グループ（電話 0797-22-1541 谷口 0797-32-5638 洞本 0797-75-6460 谷上）
３．
《参加者募集》
「家事家計講習会」
（西宮友の会芦屋方面）
お金の不安を家計簿から見直し！気づいた時が始め時、今日からスタート家計簿記帳！
・日時：10 月 27 日(土)10：00-11：30
・場所：リードあしや
・参加費：380 円

・託児：要予約 250 円 お子さんのお名前、性別、生年月日、食物アレルギーの有無、食品
名が必要です。
※1 歳半以下の赤ちゃんはお母さんと一緒に会場にお入りください。
・申込・お問合せ：同会（電話 0797-69-6506 古井

メール：nishitomo@proof.ocn.ne.jp）

※当日朝 7 時に警報発令の場合は中止といたします。
４．
《参加者募集》
「みんな集まれ！ミュージカルが始まるよ」
（芦屋市ファミリー・サポート・センター）
子どもから大人まで、地域のみんなで楽しみながら交流する場です。
「フローラ姫と怪盗レッ
ド」を上演します。
・日時：10 月 28 日(日）10：30-11：45
・会場：木口記念会館 3 階
・対象：芦屋市在住・在勤の方
・出演：ミュージカルサークル みっくすじゅうす
・定員：先着 100 人
・参加費：無料
・申込・問合せ：同センター（電話 0797-25-0521）
５．
《参加者募集》
「安藤誠の世界」
（(一財）日本熊森協会）
アメリカ スミソニアン博物館 2018 年でグランプリ受賞した安藤誠さんをお招きしての講演
会です。
・日時：10 月 30 日(火）昼の部「開場 13：00 開演 13：30」夜の部「開場 18：00 開演
18：30」
・会場：昼の部「リードあしや」 夜の部「尼崎市中小企業センター401 号室」
・講演：安藤 誠氏（動物写真家）
・定員：昼の部 50 人 夜の部 100 人
・参加費：1500 円
・ 申 込 ・ 問 合 せ ： 同 法 人 （ 電 話 0798-22-4190

FAX0798-22-4196

メール

contact@kumamori.org 比留井）
６．
《ボランティア募集》
「ダンスボランティア・メンバー募集」
（NPO 法人日本タンゴセラピー協会）
高齢者や障がいをお持ちの方と、アルゼンチンタンゴを踊り、ダンスタイムを楽しむ活動を
しています。
・会場：甲子園、神戸北野、あやめ池（奈良）
・活動：14:00-15：00
・集合：13：30 最寄り駅

施設からの送迎あり

・服装：動きやすい服装、上履き（ヒールは NG）
・問合せ：同法人（電話 090-6326-0266 京谷 メール tangotherapyjapan@gmail.com）

【スタッフこぼれ話】
娘（小学校 4 年）が空手の東神戸大会で優勝、昨年に引き続き 2 連覇達成！

なのに…試合後

に号泣する娘「自分の納得いく試合じゃなかったから悔しい」と涙の理由を一言。その一言が
でてくる娘に成長を感じました。母も頑張ろう！（あ）
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
最後まで読んでいただきありがとうございます。
なお、メルマガの配信停止を希望する方は、件名に「メルマガ不要」と記入していただき、以下
のアドレスにご返信ください。
(特活)あしやＮＰＯセンター
〒659-0065 芦屋市公光町 5 番 8 号 あしや市民活動センター内
TEL：0797-38-6841 FAX：0797-26-6453
mail：ashiya-npo@npoanc.org
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

