この広報紙は、特定非営利活動
法人あしやＮＰＯセンターの
活動内容をお伝えするものです
正会員（50 音順 敬称略）
石本 章宏 上野 義治
海士 美雪 加藤 純子
堺 孰 津久井 進
中田智惠海 信岡 利英
林 謙太郎 向 俊治 森田 博一
芦屋観光協会
(特活)芦屋サッカークラブ
芦屋市自治会連合会
(社福)芦屋市社会福祉協議会
(特活)芦屋市体育協会
芦屋熟年コーラス
(特活)芦屋市手をつなぐ育成会
芦屋東ライオンズクラブ
（個人 11 名・団体８団体）
賛助会員（50 音順 敬称略）
大川 妙子 興津 慶
加藤 正則 小林 繁夫 漣 博司
城村勉 仲山孝洋 南波 康道
萩原 一男 長谷川恵洋
堀 晃二 弓削 一 他 9 人
NPO 法人芦屋市国際交流協会
芦屋 Tio 倶楽部 芦屋点字友の会
日本宇宙少年団六甲分団
ＮＰＯ法人兵庫県暮らしにやさ
しい防災・減災
NPO 法人ワールドピース倶楽部
NPO 法人ワセダクラブ関西
公光町自治会 ㈱充理塾
（個人 21 名・団体９団体）

平成 29 年度の基本方針は前年度に引き続き「子ども・若者支
援」イチオシは「芦屋の未来をつくるたぶん 100 人会議」。高
校生、大学生、団体がひとつになって真剣に取り組み、実践の
支援をします。８月中は「夏休み子どもわくわくスペシャル」
「777 プロジェクトカフェ」と楽しく、学べ、多世代が交流で
きるカフェを開きます。役割を実感し、活動することが楽し
くなり、活動人口が増えるように活躍の場を広げていきます。

第 11 期総会の報告
日時：平成 29 年 5 月 27 日（土）

9 時 30 分～10 時 50 分

場所：芦屋市立あしや市民活動センター リードあしや
第 1 号議案：第 10 期（平成 28 年度）活動報告及び決算
第 2 号議案：第 11 期（平成 29 年度）活動計画及び予算
第 3 号議案：定款の変更について 全て承認を得た。
総会後の研修会では、林理事から「中間支援と指定管理」につ
いての講義と、会員間の意見の交換を行った。改めて中間支援
組織とは「NPO 等へのコンサルテーションや情報提供などの支
援や資源の仲介、政策提言等を行う」ことを確認した。懇親会
は昼食をとりながら、和気あいあいと有意義な時間を過ごした。
参加者は、正会員賛助会員及び市民参画課、職員を含め 23 人だ
った。活動報告の詳細はホームページから。

↓研修会

↑ 懇親会

リードあしや屋上にて

平成 28 年度 理事会
平成 28 年度事業から
夏休み子どもわくわくスペシャル開催
芦屋東ライオンズクラブ、INAC 神戸、
コープこうべ、ダイエーの協賛と大学
生や AC にろく会の協力で、2 日間で
延べ 141 名の小学生が参加した。20
コマをこなすには職員にとって厳しい
ものがあったが、他校との交流や、普段
出会わない大人たちとの触れ合う笑顔
の子どもたちの姿に癒された。
子どもをテーマにした団体を支援する
「はじいち助成」開始！「こくさいひろ
ば芦屋」
「茶屋之町自治会」を助成中。

・第１回

平成 28 年４月 22 日 第 10 期通常総会の準備

・第２回

平成 28 年５月 14 日 正副理事長選任

・第３回

平成 28 年８月 25 日 定款の変更

・第４回

平成 28 年 12 月９日 第 11 期事業計画審議

平成 28 年度役員紹介（敬称略）
理事長：石本章宏
副理事長：堺孰・森田博一
理 事：上野 義治 加藤 純子 中田 智惠海
林 謙太郎 信岡 利英
監 事：朝倉 巳作 津久井 進
（50 音順）

平成 29 年度事業計画

・議会を学ぼう市民講座
地方議会の基本的な事項を、学識経験者
から学び、議会の現場に触れて議会の仕
組みを考える。個々の地域課題そのもの
を話し合うのでなく、議会の仕事、役割
を学び、どのように市民が参加していく
ことができるかについて考える講座です。
・ソーシャルメディア活用セミナー
昨年度開催した Facebook では、初心者
でもよくわかる活用方法、具体的な手順、
注意することを学び、大盛況でした。今
年度はバージョンアップ版として、効果
的な活用のコツを学ぶ講座です。団体の
広報力のアップを図ります。
・777 プロジェクト
芦屋市内の多種多様な団体が円谷プロと
協働で開催する夏のイベントです。ウル
トラセブンが芦屋にやってくる！

・第 10 回市民活動フェスタ
・夏休みわくわく子どもスペシャル
・利用者、職員合同避難訓練
・相談業務（ＮＰＯ設立・運営等）
・芦屋のまつり等のボランティア
コーディネーション
・あしや子ども笑顔ネット

・講師派遣事業
ボランティア入門、ボランティアリー
ダー・マネージメント・コーディネータ
ー養成、NPO の財源開拓、NPO の後継者
育成、世代交代などボランティア活動、
NPO 運営など市民活動に関わること全
般についてご相談に応じます。詳細は
当法人ホームページ、お電話でお問い
合わせください。
・あしやＮＰＯセンターウェブサイト提供
芦屋の市民活動をしている人の横顔や
団体の活動の様子を伝えるために、当
法人のウェブサイトや、月１回発行の
メールニュースを利用できます。気軽
に利用してください。
・10 周年記念事業
法人 10 周年を記念した記念事業を計
画中！お楽しみに!!
・演芸ボランティアフェア
・団体間の交流事業
・ＮＰＯのためのかきかたワークショップ
・初心者のためのボランティア講座
・普通救命講習会
・トライやる・ウィーク受入
・施設、団体向け
ボランティアマネジメント講座
等

※ 共催、後援、協賛も随時承っています。行催事の 60 日前までに書面にてご依頼ください。
まずは、お電話でお問い合わせください。

(特活)あしや NPO センターでは賛助会員を募集しています。
是非是非！当法人の応援団になってください。
会員の方を対象に年１回程度の、研修会、懇親会を開催していま
す。その他、セミナー等の情報をお送りさせていただきます。
編集後記
今年、当法人はあしや市民活動センターと同じ 10 歳を迎えます。
指定管理事業では、相談件数が 308 件(前年度 241 件)と 1.3 倍程
度増加し、内容はＮＰＯの運営に関するもの、次にボランティアをし
たいという相談の順に増えています。中間支援団体の肝でもある、情
報の提供、運営の支援が形となって表れるのは嬉しいものです。団体
の方々から信頼を得るためにも、次へのステップアップを図ります。

発行日：平成 29 年 6 月 30 日
(特活）あしや NPO センター
(芦屋市立あしや市民活動センター
リードあしや内)
TEL:0797-38-6841 FAX:0797-26-6453
Ｅメール：ashiya-npo@npoanc.org

