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
加藤 純子 堺 孰 津久井 進
中田 智惠海 仲山 孝洋
信岡 利英 橋野 浩美
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 11 名・団体７団体）
賛助会員（50 音順 敬称略）
宇佐見 裕子 奥 亮太
金木 友子 加藤 正則
小林 繁夫 漣 博司
城村 勉 杉田 倶子
南波 康道 萩原 一男
長谷川 恵洋 堀 晃二
三宅 正弘 弓削 一 他 10 人
NPO 法人芦屋市国際交流協会
芦屋 Tio クラブ 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 WASEDA CLUB 関西
公光町自治会 芦屋映像倶楽部
（個人 24 名・団体 10 団体）

「令和」の時代の幕開けです。指定管理をしているリードあし
やもリニューアルし、市民活動の拠点が大きく利用しやすく
なり、活動人口 100%の街への実現が近づいてきています。
今年度は来年開催の東京オリンピック、パラリンピックを機
に、市民、活動団体、行政、企業等全ての皆様と繋がり「チー
ム芦屋」の結成を目指します。

第 13 期総会の報告
日時：令和 1 年 5 月 11 日（土） 10 時～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 12 期（平成 30 年度）活動報告及び決算
第 2 号議案：第 13 期（令和 1 年度）活動計画及び予算
山中市長、福井副議長にご出席いただき総会は滞りなく開催さ
れました。研修会では、
「災害時対応模擬試験」を行い、津久井
監事の模範解答とレクチャーを受けました。災害時の対応能力
を見直す良い機会になったのでは？残念ながら満点の方はいま
せんでしたが、25 点満点中 24 点の方が 4 人いました。参加者
34 人（会員、議員、行政、自主防災会等）の皆様は、津久井先
生のお茶目でためになる解説に「なるほど納得！」!(^^)!
懇親会はリニューアルされたリードあしやのオープンスペース
を利用し満足いただけたようで、各テーブル賑わっていました。

平成 30 年度 理事会

平成 30 年度事業から

・第１回

平成 30 年４月 17 日 第 11 期通常総会の準備

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「芦人認定」が令和 1 年から
始まりました。芦屋市民の皆様、
「マジックが得意」「芦屋の歴史
は私に聞いて」等々ちょっとスゴ
イ人を募集しています。自薦他薦
は問いません。ちょっとスゴイ人
100 人集まって、
芦屋で楽しく過
ごしましょう。

・第２回

平成 30 年５月 12 日 正副理事長選任

・第３回

平成 30 年８月 29 日 指定管理事業関連審議

・第４回

平成 31 年１月 24 日 次年度事業計画審議

令和１年度役員紹介（敬称略）
理事長：石本
理 事：上野
信岡
監 事：朝倉

章宏
副理事長：堺 孰・中田 智惠海
義治・加藤 純子・林 謙太郎
利英
巳作 津久井 進
（50 音順）

令和１年度事業計画
（http://npoanc.org/）

・議会へ行こう講座

・オリンピック「チーム芦屋」結成

芦屋市で充実した市民活動をするために
は、まず施策をしること！芦屋市議会事
務局長に議会の仕組みから教えていただ
きます。
・はじめての一歩助成
今年度は募集から始めます。市民活動、
地域活動の一助になるよう支援していき
ます。

２０２０年東京オリンピック、パラリ
ンピックの隊聖火ランナー応援を市民、
市民活動団体、行政、企業などなど、み
んなで楽しく盛り上げよう。
・そのほか
講師派遣事業、他団体との協働、兵庫
県中間支援団体の事務局、各団体の委
員を担います。

（法人予算で行う事業）

・夏休みわくわくスペシャル
・子どもボランティア
・災害対応セミナー
・ギャラリー・ロッカーの貸し出し等

・芦屋在住高校生を対象の「あしや部」
・リードあしやランチ＆カフェ
・リードあしや園芸講座
・缶バッチ作成による活動応援

（指定管理料内で行う事業）

・第 12 回市民活動フェスタ
・トライやる・ウィーク受け入れ
・相談業務（ＮＰＯ設立・運営等）
・普通救命講習会
・大判プリンター等レクチャー＆アピール ・法人立上・団体運営半 day スクール
・あしや子ども笑顔ネット
・芦屋で始めるクラウドファンディング
・チームビルディング
・あなたのボランティアのかたち
・芦屋発子ども新聞記者
・公光分庁舎全館合同避難訓練
・ふれあい市民活動フェスタ
・ふれあいカフェ（毎月第 2 土曜日）
・芦屋のまつり等のボランティアコーディネーション等
「芦屋市立あしや市民活動センター」を拠点とした市民活動支援の更なる充実と、人、
団体に寄り沿い課題解決に向けた様々な角度からの伴走型支援を行い、人と人、人と
物のネットワークの構築に努め、活動の輪を広げます。
※ 共催、後援、協賛を随時承っています。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。

賛助会員募
集

(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
がリニューアルされました。オシャレで使いやすい空間です。皆様の
活動の場として大いにご利用ください。また、当法人は皆様に寄り添
った伴走型の中間支援団体です。皆様の声から面白くウキウキ・ワク
ワクする活動になるよう一緒に作り上げ「活動人口 100%のまち」を
目指します。

発行日：令和１年 5 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

