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秋です。帰宅途中で賑やかな虫の声が迎えてくれています。NPO のイベントも目白押しです。芸
術の秋、食欲の秋、どんな秋に出会えるかワクワクドキドキ！
※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センターのイチオシ】
《参加者募集》
「災害支援の現場で私たちはどう動く？」シリーズ第 4 弾
【リードあしやのイベント】
１．
《参加者募集》
「市民活動団体のための助成金講座」
２．
《参加者募集》
「ふれあい【アジアの衣装体験】カフェ」
３．
《参加者募集》
「冬のふれあいギャラリー」
【地域の市民活動・イベント】
１．
《参加者募集》
「三田谷フェスティバル」
（三田谷治療教育院）
２．
《参加者募集》
「TSUKUROU

MARCHE」
（ASHIYA RESUME プロジェクト実行委員会）

３．
《参加者募集》
「かなしみともに生きる社会へ」
（かなしみぽすと）
４．
《参加者募集》
「講演会

人は人の中で育つ」
（芦屋市/芦屋市教育委員会）

５．
《参加者募集》
「第 30 回芦屋市障がい児・者とのふれあい市民運動会」
（障がい児・者との
ふれあい市民運動会実行委員会）
６．
《参加者募集》
「上映会

ケアニン」
（芦屋ハートフル福祉公社）

７．
《参加者募集》
「空想は文学の始まり」第 54 回谷崎潤一郎賞受賞記念特別講演会（芦屋市）
８．
《参加者募集》
「芦屋仏教会館でお茶会＆音楽会」（芦屋市）
【スタッフこぼれ話】
「フーセンバレー」
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【
（特活）あしや NPO センターのイチオシ】http://npoanc.org/
《参加者募集》
「災害支援の現場で私たちはどう動く？」シリーズ第 4 弾
各地の被災者に寄り添うふたりによる講演＆トークセッションと、シリーズ第 3 弾までに積み
上げたクロスロードゲーム芦屋版のお披露目です。
・日時：11 月 23 日（金・祝）13：30-16：00
・会場：リードあしや 会議室ＣＤ
・講演：李仁鉄氏((特活)にいがた災害ボランティアネットワーク理事長）
・進行：津久井 進 弁護士
・対象：防災、災害支援に関わる方など

・定員：30 名
・費用：500 円（1 団体 2 名まで同額で参加可）
・申込：メール(ashiya-npo@npoanc.org）にて、お名前、団体名、メールアドレス、電話番号
をお知らせください。
【リードあしやのイベント】http://www.ashiyanpo.jp/
１．
《参加者募集》
「市民活動団体のための助成金講座」
情報収集の方法、申請書類の書き方、助成金に関するあらゆる困ったや、資金開拓に関わる悩
みを解決します。
・日時：11 月 17 日（土）10：00-12：00
・会場：リードあしや
・内容：概論、申請書類に求められること、助成金情報など
・対象：申請を検討したい市民活動団体の方
・参加費：1,000 円（1 団体につき、2 名まで受講可）
・定員：10 名
・講師：奈良 雅美
・申込：メール(ashiya-npo@npoanc.org）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、助成金について知り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》
「ふれあい【アジアの衣装体験】カフェ」
来てみてびっくり！見て楽しい！食べておいしい！アジアの世界を目いっぱい楽しめること
間違いなし！
・日時：11 月 10 日（土）13：30-16：00
・会場：リードあしや
・内容：大人 100 円・こども無料（飲み物・お菓子付き）試着体験 400 円
・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》
「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）

【地域の市民活動・イベント】
１．
《参加者募集》
「三田谷フェスティバル」
（三田谷治療教育院）
和太鼓、ロックなどの音楽と、屋台、スタンプラリー、白バイ・パトカー試乗体験、楽しさ盛
りだくさんです。どなたでも入場いただけます。
・日時：11 月 3 日（土祝）10：30-14：00 雨天決行
・会場：三田谷治療教育院（芦屋市楠町 16-5）
・問合せ：同院（電話 0797-22-5025 メール honbu@sanaya.or.jp）
２．
《参加者募集》
「TSUKUROU

MARCHE」
（ASHIYA RESUME プロジェクト実行委員会）

モノづくり、コトづくり作家たちによるマルシェで、食べる、楽しむを満喫してください。
・日時：11 月 3 日(土祝）11：00-16：00
・会場：宮塚公園（芦屋市宮塚町 15-8）荒天中止
・申込・問合せ：同プロジェクト事務局（電話 06-6373-5394

FAX06-6373-5682

メール

event@ashiya-resume.jp）
３．
《参加者募集》
「かなしみともに生きる社会へ」
（かなしみぽすと）
一人では耐え難い思いを受け止め、寄り添ってきた講師による「傾聴」にまつわる講演会です。
・日時：11 月 6 日（火） 11 月 13 日（火）18：30-20：30
・会場：サクラ ファミリア 3 階大聖堂（カトリックセンター・大阪梅田教会）
・講師：高木 慶子氏
・定員：各回 100 名（要予約、先着順）
・参加費：無料
・内容：11/6「災害現場における傾聴」 11/13「日常からはじまる傾聴」
・申込：https://kanashimi-post.jimdo.com/から。
・問合せ：同会（メール：kanashimi.post@gmail.com）
４．
《参加者募集》
「講演会

人は人の中で育つ」
（芦屋市/芦屋市教育委員会）

年齢の異なる子や障がいのある子を一つのクラスで保育する障がい児共同保育を実践してき
た野島千恵子さんをお招きしての講演会です。
・日時：11 月 14 日（水）14：30-16：30
・会場：ルナ・ホール
・講師：野島 千恵子さん
・定員：当日先着 650 人
・参加費：無料
・託児：6 か月～就学前児

無料 11 月 9 日（金）までに人権推進課へ要申込

・問合せ：芦屋市人権推進課（電話 0797-38-2055 FAX0797-38-8694）
５．
《参加者募集》
「第 30 回芦屋市障がい児・者とのふれあい市民運動会」
（障がい児・者とのふ
れあい市民運動会実行委員会）

玉入れ、パン食い競争等楽しいマスゲームと福男の佐藤さんから“福”を分けてもらうレク
リエーションもあります。どなたでも参加ＯＫです。
・日時：11 月 10 日(土）正午-14：30 雨天中止
・会場：芦屋市総合公園陸上競技場
・内容：フライングディスク、ボッチャ、グランド・ゴルフ、50m 走など
・参加費：無料
・問合せ：芦屋市福祉部障害福祉課（電話 0797-38-2043 FAX0797-38-2160）
６．
《参加者募集》
「上映会

ケアニン」
（芦屋ハートフル福祉公社）

新人介護福祉士が介護施設で認知症の高齢者と接しながら悩み学んでいくストーリーです。
・日時：11 月 12 日（月）14：00-16：00
・会場：上宮川文化センター
・定員：100 人
・参加費：無料
・申込・問合せ：同公社（電話 0797-38-3122）
７．
《参加者募集》
「空想は文学の始まり」第 54 回谷崎潤一郎賞受賞記念特別講演会（芦屋市）
受賞者星野智幸氏による講演会。受賞作品は、9 つの物語を包みこみ、生き地獄のような世界
に希望を灯す、かつてない小説体験！「焰」
。
・日時：11 月 21 日(水）14：00-15：30
・会場：ルナ・ホール
・講演者：星野 智幸氏（第 54 回谷崎潤一郎賞受賞者）
・定員：先着 600 人
・入場：無料
・申込：往復はがきに住所、氏名、年齢、電話番号を、返信面に宛名、宛先を記入し、
「〒6590052 芦屋市伊勢町 12-15 谷崎潤一郎賞受賞記念特別講演会宛」に。11 月 11 日必着。ま
たは、Ｅメールでも受付可能。
・ 問 合 せ ： 谷 崎 潤 一 郎 記 念 館 特 別 講 演 会 係 （ 電 話 0797-23-5852

メ ー ル ashiya-

tanizakikan@rhythm.ocn.ne.jp)）
８．
《参加者募集》
「芦屋仏教会館でお茶会＆音楽会」（芦屋市）
阪神間モダニズムについてのトークやジャズコンサート、こだわりの絶品スイーツ・コーヒ
ーをお楽しみください。
・日時：11 月 23 日（金祝）14：00-16：00
・会場：芦屋仏教会館
・定員：30 人
・参加費：2,500 円
・申込：往復はがきに住所、氏名、年齢、電話番号、参加人数を記入し、
「〒659-8501 芦屋市
精道町 7-6 芦屋市地域経済振興課宛」に。11 月 5 日必着

・問合せ：同市地域経済振興課（電話 0797-38-2033）
【スタッフこぼれ話】
イベント目白押しの 10 月第 3 日曜日、手をつなぐ育成会主催のフーセンバレーに参加しました。
なめてた私をあざ笑うかのように次々とボールの嵐が！アオタンと筋肉痛に悩むことになるとは
(/_;)…でも、笑いも絶えず充実した時間でした。皆様も是非ご参加あれ！by 橋
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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
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