（特活）あしやＮＰＯセンター発
2019 年 2 月 1 日（金）発行

ニュースレター第 33 号

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
リードあしやの改修工事が始まりました。3 月まで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今まで通り 2 階受付にて承ります。工事中はご不便をおかけいたしま
すが、ご容赦のほどよろしくお願いいたします。
※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 センター一押し】
《利用者募集》
「あしやＮＰＯセンターの広報支援」
【リードあしやのイベント】
《お知らせ》
「NPO・ボランティアの相談はリードあしやにお任せ！」
【地域の市民活動・イベント】
１．
《参加者募集》
「子育てお役立ち講座」（芦屋市ファミリー・サポート・センター）
２．
《参加者募集》
「異文化交流コンサート」
（芦屋 Tio クラブ）
３．
《参加者募集》
「むすびカフェ」
（(特活)むすび）
４．
《参加者募集》
「聴こう・知ろう・生きづらさの体験」（(特活)ひょうごセルフヘルプ支援セン
ター）
５．
《参加者募集》
「Let's speak English! 英語で楽しもう!!」（こくさいひろば芦屋）
６．
《参加者募集》
「子どもが不登校でも笑顔のあなたになれる方法」
（NPO 起立性調節障害ピア
ネット Alice）
７．
《参加者募集》ＮＰＯ大学マナビ塾 2018（ＮＰＯ法人市民事務局かわにし）
【スタッフこぼれ話】
「ダイエットも市民活動も継続は力なり」
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
【(特活)あしや NPO センター一押し】
《利用者募集》
「あしやＮＰＯセンターの広報支援」
毎月 1 日にお送りしている「ニュースレター（これです）」「ためまっぷ芦屋」で団体のイベン
ト、会員募集など広報しませんか？
ご 希 望 の 方 は 当 法 人 に 直 接 お 尋 ね く だ さ い 。 電 話 ： 0797-38-6841
npo@npoanc.org)
【リードあしやのイベント】http://www.ashiyanpo.jp/
《お知らせ》
「NPO・ボランティアの相談はリードあしやにお任せ！」
・相談日：毎週火曜、金曜（その他相談応）

メ ー ル ： ashiya-

・内容：ボランティアの受け入れ・活動希望、NPO 設立・運営、※別途、法律・会計・財務・
労務等専門相談あり
・対象：どなたでも ※事前にご予約ください
・申込：電話(0797-26-6452)かメール(aia@ashiyanpo.jp）で、お名前と電話番号をお知らせく
ださい。
・問合せ：リードあしや（電話：0797-26-6452 メール：aia@ashiyanpo.jp）
【地域の市民活動・イベント】
１．
《参加者募集》
「子育てお役立ち講座」（芦屋市ファミリー・サポート・センター）
家や家族にあった片づけ方をインテリアコーディネーター経験者である講師をお迎えして、お
しゃれな空間づくりのアドバイスをします。
・日時：2 月 6 日（水）10：00-11：30
・会場：保健福祉センター3 階 会議室１
・対象：芦屋市在住・在勤の方
・定員：20 名
・託児：5 名（1 歳半から 利用料 1 人 200 円）
・問合せ：同センター（電話：0797-25-0521）
２.《参加者募集》
「異文化交流コンサート」
（芦屋 Tio クラブ）
地車囃子（日本）
、舞楽（韓国）
、二胡（中国）
、ひょうたん笛（モンゴル）などの異文化交流コ
ンサートです。
・日時：2 月 17 日（日）13：30 開場 14：00 開演
・会場：芦屋ルナホール
・内容：音楽と映像のコーポレーション
・入場料：1,000 円（中学生以下無料）
・チケット販売：グリル業平（芦屋市民センター本館 2F）
、芦屋 Tio クラブ
・問合せ：同クラブ（電話：0797-25-0177）
３．
《参加者募集》
「むすびカフェ」
（(特活)むすび）
）
ひきこもりや生きづらさを抱えている方たちの集いの場です。話しづらい悩みや不安・心配ご
となどについて一人で抱え込まずに一緒にお話ししましょう。
・日時：2 月 22 日（金）13：30-15：00

※毎月第 4 金曜日に開催予定

・会場：むすび芦屋 就労移行支援施設（芦屋市船戸町 4-1 ラポルテ本館 302）
・対象：18 歳以上の方（ご家族の方もご参加いただけます）
・定員：10 名程度
・費用：無料
・申込方法：お電話かファックスにてお申し込みください。直接お越しいただいてもかまいま
せん。
・申込・問合せ：同法人（電話：0797-26-7063 ファックス：0797-62-6691）

４．
《参加者募集》
「聴こう・知ろう-生きづらさの体験」
（(特活)ひょうごセルフヘルプ支援センタ
ー）
医師も教員も心理士も、専門家といわれる人々も回復方法がわからない…解決困難な課題に当
事者自身が取り組んでいる体験談に耳を傾け、生活困難に立ち向かう人々に心を寄せてみませ
んか。
・日時：2 月 23 日(土）13：30-16：00
・会場：木口記念会館 3 階大会議室
・対象：関心のある方全て
・参加費：無料
・申込・問合せ：同法人（電話・ファックス：078-452-3082）
５．
《参加者募集》
「Let's speak English! 英語で楽しもう!!」（こくさいひろば芦屋）
こくさいひろば芦屋の母語教室は、外国人が自国の言葉を学ぶとともに、日本人や他の国の人
が文化や言葉を学び合う語学&文化教室です。
・日時：2 月 24 日（日）12：30-14：30
・会場：芦屋市立浜風小学校コミスク会議室
・参加費：1 回 100 円
・問合せ：同会（電話：0797-32-6163 メール：kokusaihirobaashiya@gmail.com）
６．
《参加者募集》
「子どもが不登校でも笑顔のあなたになれる方法」
（NPO 起立性調節障害ピア
ネット Alice）
子どもが学校にいけなくてつらい。そんな悩みから解放されたいあなたのために。
・日時：3 月 2 日（土）13:30－16:00
・会場：神戸市青少年会館５Ｆ レクレーションルーム
・対象：不登校の子を持つ保護者
・参加費：一般 1,000 円（賛助会員 800 円、正会員 500 円）
・申込・問合せ：同団体（ファックス：078－742－0945）
７．
《参加者募集》ＮＰＯ大学マナビ塾 2018（ＮＰＯ法人市民事務局かわにし）
ＮＰＯの運営や統治について、有効なツールを知り学べる 1 日講座。
・日時：2 月 7 日（木）10：00-16：30
・会場：尼崎土井ビル３Ｆ（阪神尼崎駅すぐ）
・対象：中間支援ＮＰＯ、社協、農協、生協など非営利セクターでなんらかの組織運営業務や
事業マネジメント携わっている役員・スタッフ
・受講料：3,000 円
・申込・問合せ：同法人（電話：072－774－7333、ファックス：072－774－7334）
【スタッフこぼれ話】
昨年 11 月から、あしや NPO センターではダイエットが流行っています。間食しないダイエッ

ト、タンパク質食事中心ダイエットなどなど、もう三カ月も続いており、目に見えて効果の出
てきたスタッフも。市民活動もダイエットも「継続」が重要ですね。
（横）
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

