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梅雨明けです。雷が間近まで迫って！本格的な夏の訪れです。過酷な暑さも楽しい市民活動で吹
き飛ばしましょう!(^^)!
※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 2 弾
【リードあしやのイベント】
１．
《参加者募集》
「ふれあい【100 人会議が全部分かる】カフェ」
２．
《参加者募集》
「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」
【地域の市民活動・イベント】
１．
《ボランティア募集》
「ラグビーワールドカップ 2019 公式ボランティアプログラム TEAM
NO-SIDE」
（(公財)ラグビーワールドカップ 2019 組織委員会）
２．
《参加者募集》
「認知症セミナー」
（エルホーム芦屋 地域事業推進グループ）
３．
《参加者募集》
「広島被爆ピアノ平和コンサート」（兵庫県生活協同組合連合会）
４．
《参加プレイヤー募集》
「ソーシャルビジネスプランコンペ」（(特活）edge）
５．
《参加者募集》
「第 68 回『社会を明るくする運動』市民の集い」
（第 68 回“社会を明るくす
る運動”芦屋市推進委員会）
【スタッフこぼれ話】
「蛍舞う芦屋川」
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
【
（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 2 弾
実例をもとに作られた設問の数々があなたに究極の選択を迫る！判断力を鍛え、決定のプロセ
スを市民社会の視点で深く問う、災害支援・受援力を高めるセミナーです。
・日時：7 月 14 日（土）10：00～12：00
・会場：リードあしや 会議室ＣＤ
・進行：津久井 進 弁護士
・対象：社会福祉協議会、行政、地域の防災に関わるグループや NPO、企業の防災担当者等
・定員：30 名
・内容：クロスロードゲームを利用して課題をひもとく
・費用：無料
・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【100 人会議が全部わかる】カフェ」
6 月 23 日開催のあしや市民活動フェスタ「未来をつくる芦屋たぶん 100 人会議」の内容を参加
者の写真集やグラフィックレコーディングで全てを見せます。
・日時：7 月 14 日（土）13：30～16：00
・会場：リードあしや
・カフェ：13：30～16：00 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．
《参加者募集》
「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」
楽しい体験、新しい友達との出会い、ボランティア体験ができる 5 日間です。
・日時：8 月 6 日（月）～10 日(金）13:00～16:30
・会場：リードあしや
・対象：芦屋市周辺の小学生・中学生
・内容・参加費：リードあしやのホームページで確認してください。
・申込：名前、学校名と学年、保護者の名前、電話番号、参加するプログラムを、FAX、電話、
メールいずれかでお知らせください。
・事務局：リードあしや（担当：出口）
・電話：0797-26-6452 メール：aia@ashiyanpo.jp FAX:0797-26-6453
【地域の市民活動・イベント】
１．
《ボランティア募集》
「ラグビーワールドカップ 2019 公式ボランティアプログラム TEAM NOSIDE」
（(公財)ラグビーワールドカップ 2019 組織委員会）
ラグビーワールドカップ 2019TM 日本大会で試合会場周辺の運営補助、交通案内、ファンゾー
ンにおける来場者サービスなどボランティアしてみませんか。
・募集期間：2018 年 4 月 23 日(月）～7 月 18 日(水)am11:59 まで
・開催期間：2019 年 9 月 20 日（金）～11 月 2 日(土)
・応募要件：プログラムの趣旨に賛同いただける方、2019 年 3 月 31 日時点で 18 歳に達して
いる方、1 日あたり最長 8 時間の活動にご参加いただける方
・応募方法：大会公式ウェブサイト「www.rugyworldcup.com/volunteers」から応募ください。
・選考方法：各開催都市で実施する面接にご参加いただく。
・問合せ：同委員会（電話：03-4405-6225 メール：info_vot@japanrugby2019.or.jp）
２．
《参加者募集》
「認知症セミナー」
（エルホーム芦屋 地域事業推進グループ）
笑顔がいちばん！認知症の人に優しいまちのつくり方、
「認知症ケアネット」
「回想法」
「脳の健
康チェック」学びと体験のセミナーです
・日時：7 月 23 日（月）10：00～12：00
・会場：エルホーム芦屋 1 階 地域交流スペース（芦屋市浜町 12-3）
・講師：成宮正浩氏（精道高齢者生活支援センターセンター長）岡村美佳氏（認知症地域支援

推進員）
・参加費：無料
・定員：30 名
・申込：お電話かエルホーム芦屋窓口へ
・問合せ：同施設（電話：0797-35-8341 神園・三島）
３．
《参加者募集》
「広島被爆ピアノ平和コンサート」（兵庫県生活協同組合連合会）
聴いて、見て、触って、感じて･･･平和の尊さを考えましょう。原爆の爆風で傷つきながらも長
い歳月を乗り越えた「被爆ピアノ」が平和を奏でるコンサートです。
・日時：7 月 28 日（土）13：00 開場 13：30～16：00
・場所：兵庫県民会館 9 階

けんみんホール

・入場：無料 但し、事前申し込み要
・定員：300 名（先着）
・問合せ・申込：氏名、郵便番号、住所、電話番号、同伴者氏名、利用生協名を明記の上、ハガ
キ、FAX、メールでお申し込みください。（住所：〒650-0011 神戸市中央区下山手通 4 丁目
16-3

県民会館 4 階

兵庫県生活協同組合連合会「広島被爆ピアノ平和コンサート」係

FAX：078-392-2059 メール：hyogo@kobe.coop.or.jp）
４．
《参加プレイヤー募集》
「ソーシャルビジネスプランコンペ」（(特活）edge）
「課題解決方法に必要な物事のとらえ方や、ビジネスモデルを構築する上での必要な知識を得、
多くの人や団体との繋がりが作れる、よい機会です。トライしてみませんか。
・エントリー締切：7 月 12 日（木）
・コンペ説明会：7 月 7 日（土）13:00 （参加特権あり！）
・説明会会場：グランフロント大阪 ナレッジキャピタルタワーＣ713 大阪ガス株式会社 都
市魅力研究室
・エントリー方法：edge の HP フォームよりエントリーシート(ES)の取得を申し込む。取得し
た ES にプラン内容を記入後、事務局へ提出
・問合せ：コンペ事務局（〒530-0001 大阪市北区梅田 1-3-1 大阪駅前第一ビル 6 階 103 号室
レーベル株式会社内 メール：jimukyoku@edgeweb.jp 電話:050-5306-4079）
５．
《参加者募集》
「第 68 回『社会を明るくする運動』市民の集い」
（第 68 回“社会を明るくする
運動”芦屋市推進委員会）
全ての人が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、力を合わせ、
犯罪や非行の無い明るい社会を築こうとする全国的な運動です。
・日時：7 月 13 日（金）12:45～15:00
・会場：ルナ・ホール
・入場：無料
・内容：兵庫県警察音楽隊による演奏

中村梓氏講演「誰でも人生は奇跡の連続～タカラジェ

ンヌと呼ばれた私」
・問合せ：事務局（芦屋市役所福祉部地域福祉課内

電話：0797-38-2153）

【スタッフこぼれ話】
先日、芦屋川に蛍を見に行ってきました。蛍の光がフワフワ舞う景色はなんて幻想的なのでし
ょう。プロポーズのための光、敵を驚かせるための光、刺激された時の光、様々な光り方があ
るそうです。綺麗な川にしか生息しない蛍がいる芦屋川、蛍の観察ができる芦屋って素敵だな
ぁ。
（阿部）
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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
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