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 南波 康道
萩原 一男 堀 晃二
弓削 一 横山 宗助 他 8 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
芦老連すずらんコーラス
公光町自治会
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
（個人 18 名・団体９団体）

平成 27 年度事業から
指定管理事業である、あしや市民
活動センター登録団体向け「自主
講座企画支援事業」では、３団体
が採択されました。この事業は助
成金と会場提供、さらに「団体へ
の助言」を加え、広報の工夫等、
企画のブラッシュアップを団体と
共に取り組みました。結果、集客
も多く成果を高められたと手ごた
えを感じました。今年も継続！

平成 28 年度の基本方針のひとつは「子ども・若者へのエール」
イチオシは「ハジイチ助成」。今年度は子ども関連事業の初め
の第一歩を応援します。２つ目は８月５日６日開催「夏休み
子どもわくわくスペシャル～みんなで宿題をやっつけよう」。
６月 11 日に開催したあしや市民活動フェスタでも、選挙権が
18 歳となったのを受け弁護士と「憲法カフェ」を開きました。
子どもや若者が自立し社会参加しやすい社会を目指します。

平成 27 年度事業報告
日時：平成 28 年 5 月 14 日（土）

9 時 30 分～10 時

場所：芦屋市立あしや市民活動センター
第 1 号議案：第 9 期（平成 25 年度）活動報告及び決算について
承認を得た。
収入 25,786,179 円
支出 25,415,876 円
次期繰越金 370,303 円
第 2 号議案：第 10 期（平成 26 年度）活動計画及び予算につい
て承認を得た。
第 3 号議案：役員改選について
現理事が全員承認され、重任となった。
総会後の研修会は、津久井監事から「さいたま市市民サポート
センター」の運営が NPO 法人から市直営に移行した経緯等の説
明があった。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。
活動報告については、ホームページを参照のこと。
（http://npoanc.org/greeting/
平成 27 年度 理事会
・第１回

平成 27 年４月 23 日 第９期通常総会の準備

・第２回

平成 27 年８月 28 日 市民活動団体支援助成金
事業審議

・第３回

平成 28 年１月 14 日 第 10 期事業計画について

・第４回

平成 28 年３月 17 日 第 10 期事業計画議決

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 28 年度事業計画

・はじめの一歩（ハジイチ）助成事業
芦屋市域の埋没しがちな社会的課題に焦
点を見出し、市民社会の熟成を促す事業
展開をしている市民活動団体（法人格の
有無問わず）や地縁団体を助成金と事業
運営等に関する助言で支援します。
初年度である平成 28 年度は、子どもや若
者が自ら社会参加するための事業に取り
組む団体を応援します。詳細は当法人の
ホームページまたは、お電話でお問い合
わせください。
・ソーシャルメディア活用セミナー
Facebook などソーシャルメディアにつ
いて、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、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。冬季に開催予定
です。

・第９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、職員合同消火訓練
・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
・地域課題解決の仕組みづくり

・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
（ http://npoanc.org/contents/c4/2/ ）
または、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
芦屋の市民団体の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（http://
npoanc.org/）が利用できます。気軽に
利用してみよう！

・団体向け報告書、決算書のかきかた講座
・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
・AED 講習会
・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
トライやる・ウィークで市内３中学校を受け入れました。(社福)三田
谷治療教育院と（認特）フードバンク関西にご協力をいただき「ボラ
ンティア」「NPO」を知ってもらうところから始めました。最終日に
開いた 4 日間の成果発表会では、中学生たちの吸収力に驚かされ、参
加者の大人たちも大賛辞でした。学ぶこと大の 3 週間でした。

発行日：平成 28 年 6 月 20 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

