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 横山 宗助
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
(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 10 名・団体７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 杉田倶子 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 ㈱充理塾
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 芦屋映像倶楽部
（個人 22 名・団体 10 団体）

平成 29 年度事業から
地域課題解決のネットワーク「あしや
子ども笑顔ネット」から生まれた「芦
屋 777 プロジェクト」芦屋市制 77 周
年とウルトラセブンロケ地に由来した
ものでした。参加団体 67 団体、学校
園、商工会、NPO、行政が一丸となっ
て夏の日の市内外からの参加者と楽し
みました。
子どもをテーマにした団体を支援する
「はじいち助成」では、採択された「こ
くさいひろば芦屋」
「茶屋之町自治会」
の報告会を開きました。

平成 29 年 12 月法人 10 周年を迎え、会員、関係団体、行政、
芦屋市の議員の皆様にご出席いただき、記念式典を 30 年 1 月
28 日にホテル竹園芦屋にて「はじいち助成」採択団体による
報告を中心に開催しました。平成 30 年度は、新たな 1 年目と
して IT 活用による広報力アップ、コミュニティビジネスの提
唱、災害支援の学び等、地域課題解決のための多様な支援と、
多世代をつなぐ市民活動の推進を目指します。

第 12 期総会の報告
日時：平成 30 年 5 月 12 日（土）

9 時 30 分～10 時 30 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 11 期（平成 29 年度）活動報告及び決算
第 2 号議案：第 12 期（平成 30 年度）活動計画及び予算
第 3 号議案：役員の改選 全て承認を得た。
総会後の研修会では、津久井監事から「防災・減災」について
の講義と、
「クロスロードゲーム」体験を行いました。災害時に
は、同時多発的に想定外の問題に直面します。その時、あなた
だったら？をカードで意思表示をするゲームです。様々な意見
が飛び出し、有意義な 1 時間でした。会員、議員、行政、自主
防災会と様々な分野の方々35 名のご参加をいただきました。懇
親会も満足いただけたようで、各テーブル賑わっていました。
研修会
クロスロードゲーム

10 周年記念式典

平成 29 年度 理事会
・第１回

平成 29 年４月 19 日 第 11 期通常総会の準備

・第２回

平成 29 年８月 31 日 10 周年記念式典審議

・第３回

平成 29 年 12 月 14 日 平成 30 年度事業企画審議

平成 30 年度役員紹介（敬称略）
理事長：石本 章宏
副理事長：堺 孰・中田 智惠海
理 事：上野 義治 加藤 純子 林 謙太郎
信岡 利英
監 事：朝倉 巳作 津久井 進
（50 音順）

平成 30 年度事業計画

・地域課のための IT 人材ﾈｯﾄﾜｰｸ形成事業
地域のデジタル掲示板アプリなどの IT
ツールを芦屋地域に広めることで、市民
団体・活動の見えるかを目的とした事業
です。
・地域課題解決のためのＣＢ講座
昨年度開催した Facebook 講座では、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。
・中間組織のＣｏ自主研究会
阪神間の中間支援センター職員（コーデ
ィネーター）の専門性力量を形成するた
めの研究会です。

・第 11 回市民活動フェスタ
・夏休みわくわくスペシャル
・ふれあい Café（毎月第 2 土曜日）
・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

・災害支援の現場からワークショップ
地域の災害支援の団体を対象に、様々
な視点から考えるクロスワードカード
を使ったり、専門家を招いたりした４
回連続のワークショップです。
・交流の輪を広げる IT 活用講座
団体のイベント、講座などの集客力を
アップするために、IT ツール使い方＋
実践講座を、IT 専門家を招き学ぶ講座
です。
※その他、あしやＮＰＯセンターウェブ
サイトの提供や講師派遣事業は通年を
通して行っています。
はじめの一歩助成は、より芦屋市域の
団体に寄り添ったものとするため検討
機関を設け、来年度より再開します。

・トライやる・ウィーク受け入れ
・助成金活用講座
・NPO 法人設立の基礎講座
・初心者のためのボランティア講座
・普通救命講習会
・近隣の NPO 法人実像調査研究
・ボランティアマネジメント講座
・利用者、職員合同避難訓練 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
指定管理をしている芦屋市立あしや市民活動センターリードあしや
が、来年度から公光分庁舎北館全館をご利用いただけます。利用者の
皆様に、より便利にお使いいただけるよう様々なアイデアを行政と共
に検討中です。皆様のアイデアもお待ちしています。センター内に設
置のアンケート用紙に「こんなのあったらいいな」をお書きください。

発行日：平成 30 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

