（特活）あしやＮＰＯセンター発
2018 年 12 月 1 日（土）発行 ニュースレター第 31 号
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
12 月 4 日（火）関西ラジオの「このゆびとまれ」に「冬のふれあいギャラリー」の PR でお邪魔
します。11 時過ぎです。お時間のある方はお耳を傾けてくださいませませ。
※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-----(＾◇＾)
【リードあしやのイベント】
１．
《参加者募集》
「ボランティアの受け入れ方講座」
２．
《参加者募集》
「冬のふれあいギャラリー」
３．
《参加者募集》
「はじめてみよう 初心者のためのボランティア講座」
【地域の市民活動・イベント】
１．
《参加者募集》
「2018Pure Heart Live」
（ピアチェーレ芦屋）
２．
《参加者募集》
「第 11 回 芦屋市障がい児・者作品展」
（芦屋市障がい者団体連合会）
３．
《参加者募集》
「オレンジカフェ 「フォーラム」おしゃべり会」（エルホーム芦屋）
４．
《参加者募集》
「いっしょに あ・そ・ぼ」
（ニチイキッズ芦屋保育園）
５．
《参加者募集》
「100 色婚活」
（第 9 期阪神南地域ビジョン委員会）
６．
《参加者募集》
「アラスカフォトライブショー12th」
（（特活）ｵｰｶﾞﾆｯｸ･ﾗｲﾌ･ｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝ）
７．
《参加者募集》
「おしゃべりカフェ にっち」
（にっち）
【スタッフこぼれ話】
「庭から場が育つ」
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
【リードあしやのイベント】http://www.ashiyanpo.jp/
１．
《参加者募集》
「ボランティアの受け入れ方講座」
ボランティアを募集する側の施設や団体の担当者向けの講座です。受け入れのノウハウやプロ
グラムのつくりかたを学びます。
・日時：12 月 13 日（木）14：00-16：00
・会場：リードあしや
・内容：基本的な考え方などのレクチャーとワークショップ
・対象：ボランティアを受け入れる団体や施設
・参加費：500 円
・申込：ファックス（0797-26-6453）メール(aia@ashiyanpo.jp）にて、お名前、住所（市町村
名まで）
、団体名、メールアドレス、電話番号、ファックス、学びたいことをお知らせ
ください。
・問合せ：リードあしや（電話：0797-26-6452 メール：aia@ashiyanpo.jp）

２．
《参加者募集》
「冬のふれあいギャラリー」
お茶を飲みながら、１１団体・個人の活動の展示・体験企画・オリジナルグッズなどのショッ
ピングを楽しみませんか？スタンプラリーで素敵な景品も当たります！
・日時：12 月 8 日（土）13：00～16：00
・会場：リードあしや
・内容：市民活動団体・個人の活動展示・オリジナルグッズなどの販売
・参加費：入場無料
・カフェ：大人 100 円・こども無料（飲物・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）
３．
《参加者募集》
「はじめてみよう 初心者のためのボランティア講座」
自分にあったボランティアの見つけ方や、気持ちよくボランティア活動を続けるコツを学び、
実際の活動現場を紹介する講座です
・日時：1 月 19 日（土）10：00-11：30
・内容：ボランティア活動について一から学ぶ
・対象：ボランティア活動に関心のある方ならどなたでも
・参加費：無料
・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》
「2018Pure Heart Live」
（ピアチェーレ芦屋）
ハンディのあるソリストたちが、ピアノ・マリンバ・ドラムを演奏します。あたたかく生き生
きとした演奏からいのちの音が響く演奏会です。
・日時：12 月 2 日（日）開場 13：30 開演 14：00
・会場：西宮市プレラホール（西宮市高松町 4-8）
・チケット：一般 1,000 円 小・中学生 500 円 3 歳以上 300 円
・問合せ：団体事務局（電話 0797-31-8836 携帯 090-3827-0186
メール piacere_nishinomiya@yahoo.co.jp）
２．
《参加者募集》
「第 11 回 芦屋市障がい児・者作品展」
（芦屋市障がい者団体連合会）
芦屋市内の障がい児・者の方々の作品、約 300 点が一堂にそろいます。ご感想をお書きいただ
いた方にはプレゼントあり！です。
・日時：12 月 5 日（水）～12 月 11 日（火）9：30-17：00
・会場：芦屋市保健福祉センター 木口記念会館
・申込・問合せ：芦屋市障がい者基幹相談支援センター（電話 0797-31-0739 FAX0797-32-7529）

３．
《参加者募集》
「オレンジカフェ 「フォーラム」おしゃべり会」（エルホーム芦屋）
だれかとおしゃべりしたい、認知症など不安な気持ちを抱えている、ご家族の介護している等々
どなたでもいらしていただける憩いの場です。
・日時：①12 月 12 日（水）13：00-15：00 ②12 月 26 日（水）13：30-15：00 ③1 月 9 日
（水）12：30-15：00
・会場：エルホーム芦屋
・内容：①芦屋の民話の朗読（あしや民話の会） ②折り紙カフェ（色紙をお持ちください）
③新年ふれあい交流会（昼食会 1 月 7 日締切）
・参加費：①200 円（お茶代） ②200 円（お茶代）③700 円（お弁当・お茶代）
・問合せ：地域支え合い推進員 担当 神園・三島（電話 0797-35-8341 ファックス 0797-358351）
４．
《参加者募集》
「いっしょに あ・そ・ぼ」
（ニチイキッズ芦屋保育園）
0 歳から 2 歳までの未就園児を対象にしています。いっしょに子育てを楽しみましょう！
・日時：①12 月 25 日（火）②1 月 10 日（木）③2 月 21 日（木）④3 月 20 日（水）
10：00-10：40
・会場：ニチイキッズ芦屋保育園（芦屋市業平町 8-17 メインステージ芦屋川 2 階）
・内容：①クリスマス会 ②お正月遊び ③絵本の読み聞かせ ④手形アート
・申込：前日の 9 時までに同園へ連絡
・問合せ：同園（電話 0797-25-1861）
５．
《参加者募集》
「100 色婚活」
（第 9 期阪神南地域ビジョン委員会）
障がいの有無にかかわらず、将来結婚したい人のための出会いの場です。勇気を出して幸せへ
の第一歩を踏み出しましょう。
・日時：12 月 15 日(土）13：30-16：00
・会場：木口記念会館 3 階大会議室
・参加費：3,000 円
・対象：20 歳～45 歳くらいの男女（男女ともに就労継続支援Ａ作業所など雇用契約に基づく就
労者）
・募集：男女 各 20 名
・締切：12 月 7 日（金）
・申込：名前、住所、電話番号、メールアドレス、年齢、性別、介助者の有無、車椅子利用の有
無を記載の上、メールまたはファックスでお送りください。ファックス送信後は必ず
電話にてご確認ください。
・問合せ：同会（メール deaiomusubi@yahoo.co.jp FAX06-6482-0579 電話 06-6481-4542）
６．
《参加者募集》
「アラスカフォトライブショー12th」
（（特活）ｵｰｶﾞﾆｯｸ･ﾗｲﾌ･ｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝ）
ザトウクジラや原生林、オーロラなど大自然の写真と心休まる音楽、臨場感あふれる野生動物
の映像が大スクリーンに映し出されます。

・日時：12 月 15 日（土）15：00-17：00 開場 14：30
・会場：兵庫県立美術館ギャラリー棟ミュージアムホール
・参加費：前売り 2,000 円（お問い合わせください） 当日 2,800 円 中学 3 年生以下、障が
い者の方は無料
・申込・問合せ：同法人（電話 078-585-5418

ファックス 078-585-5418

メール info@olc-

net.com HP http://www.olc-net.com/）
７．
《参加者募集》
「おしゃべりカフェ にっち」
（にっち）
楽しかったこと、誰かに聞いてみたいこと、気軽におしゃべりができるカフェです。美味しい
飲み物と笑顔が皆様をお待ちしています。
・日時：①12 月 1 日（土）②12 月 15 日（土）14：00-16：30
・会場：きらくえん倶楽部大桝町（芦屋市大桝町 1-8）
・内容：①ドイツのクリスマスを楽しもう ②クリスマスパーティ
・参加費：飲み物 100 円 飲み物＆お菓子 300 円
・申込・問合せ：同グループ（電話 090-8523-3053 定藤 090-5643-5408 尾村）
【スタッフこぼれ話】
先日ある福祉施設の庭を訪問しました。きれいに整備されベンチが置かれて明るい雰囲気が漂
っています。ここは 2 年余り前、施設長から庭を地域に開放し活用したいとのご相談があり、
ある活動グループをつないだところです。場が成長していく様を感じ嬉しく思いました。
（N)
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

