（特活）あしやＮＰＯセンター発
2021 年 3 月 1 日（月）発行

ニュースレター第 57 号

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
「五節句」の一つである「ひな祭り」は、人型や人形に邪気を移して流すというのが由来だ
そうです。笑顔の口元が見える日が 1 日でも早く来ますように！
※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】
１．
《お知らせ》
「未来の芽@ASHIYA」
【リードあしやのイベント】
１．
《参加者募集》
「書の寺子屋」
２．
《参加者募集》
「ふれあいキッズカフェ」
３．
《参加者募集》
「オープンスペース ランチ＆カフェ」
【地域の市民活動・イベント・助成金】
１．
《参加者募集》
「人形劇がはじまるよ」（芦屋市ファミリー・サポート・センター）
２．
《提供依頼》 「DV 被害者支援チャリティーバザー」
（芦屋市男女共同参画センター ウ
ィザスあしや）
３．《参加者募集》「オンライン後援会 世界に通じる力を育てる」（NPO 法人多言語広場
CELULAS）

講演

４．
《助成金情報》
「ドコモ市民活動団体助成事業」
（NPO 法人モバイル・コミュニケーショ
ン・ファンド）
【スタッフこぼれ話】
「あれから…」
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
【(特活)あしや NPO センター一押し】http://npoanc.org/
１．
《お知らせ》
「未来の芽@ASHIYA」
「2030SDGs」「SDGs 地方創生」のカードゲームを体験された方との地域の未来を考
えるプラットフォームです。
・会場：Zoom
・日時：3 月 10 日(水)19:00-21:00

・ファシリテーター：中嶋

雅美さん

・内容：SDGｓに関連する明るい未来を感じたニュースを共有する。
・問合せ：リードあしや（電話：0797-26-6452 メール：aia@ashiyanpo.jp）
【リードあしやのイベント】http://www.ashiyanpo.jp/
１．
《参加者募集》
「書の寺子屋」
墨の香りに心を落ち着かせ、書に向き合う時間を過ごしましょう。
・会場：リードあしや
・日時：3 月 1 日(月)13:00-16:00 3 月 16 日(火)17:00-19:30
・講師：狩谷 申先生（書家）
・持ち物：筆、墨、半紙、下敷き等、書を書くのに必要なもの
・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》
「ふれあいキッズカフェ」
7 月に開店予定のこども商店街の準備編です。
・日時：3 月 13 日（土）13:30-16:00
・会場：リードあしや オープンスペース 1
・カフェ：大人 100 円・こども無料（飲み物・お菓子付き）
・プログラム参加費：700 円
・プログラム定員：16 名
・プログラム内容：
「夢をかなえる！」物語で学ぶお金の仕組み・お片付けのお話とク
ラフト作り・ゲームタイム
・プログラム対象：幼児から小学生（2 年生以下は保護者同伴）
・運営団体：ポイエシス
・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》
「オープンスペース ランチ＆カフェ」
珈琲豆の袋をリメイクして素敵に変身したカバン等のユリ製品の初お目見えと、世界
でたった数％しか採れない淹れたての珈琲とお食事が楽しめます。
・日時：3 月 24 日(水)10:30-15:00
・会場：リードあしや オープンスペース 1
・運営団体：ユリ、百合珈琲
・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・助成金】
１．
《参加者募集》
「人形劇がはじまるよ」（芦屋市ファミリー・サポート・センター）

親子で楽しめる人形劇です。
・日時：3 月 6 日（土）10:30 ｰ 11:30
・会場：保健福祉センター南館 1 階 運動室（呉川町 14-9)
・出演：人形劇団 おまけのおまけ
・内容：人形劇「ハラペコくん」パネルシアター他
・対象：会員または芦屋市在住・在勤の方
・定員：70 人
・持ち物：上靴・靴袋
・申込・問合：同センター（電話：0797-25-0521）
２．
《提供依頼》 「DV 被害者支援チャリティーバザー」
（芦屋市男女共同参画センター ウィザスあしや）
5 月 15 日にバザーを開催します。ご家庭に眠っている品物がありましたらご提供くだ
さい。バザーの収益はＤＶ被害者の支援活動に全額寄付します。
・受付期間：3 月 1 日（月)ｰ 4 月 30 日（金)
・受付場所：芦屋市男女共同参画センター ウィザスあしや１階窓口
・対象品物：日用雑貨・贈答品・衣類・子ども用品、食料（生ものを除く、賞味期限６
月１５日(火)以降のもの）
・問合：同センター（電話 0797-38-2023）
３．
《参加者募集》
「オンライン講演会 世界に通じる力を育てる」
（NPO 法人多言語広場 CELULAS）
「世界の人々と向き合える力」
「多様性に対応する力」「自分で見つける力」
「コミュニ
ケーション力」を育てあおう！
・日時：3 月 5 日(金)10:00-12:00 8 日(月)10:00-12:00 13 日(土)20:00 ｰ 22:00
・場所：Zoom
・参加費：無料
・定員：各 100 人
・申込方法：申込フォームからお申し込みください。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9pDgIDhJBJLwNbWjzSEesvzgxexo
yyJeYFkt6kRQ_jOQq7g/viewform
・問合せ：同法人（tagengo.celulas@gmail.com）
４．
《助成金情報》
「ドコモ市民活動団体助成事業」
（NPO 法人モバイル・コミュニケーション・ファンド）
将来の担い手である子どもたちの健やかな育ちを応援する活動に取り組んでいる団体

を応援します。
・部門：①子どもの健全な育成を支援する活動
②経済的困難を抱える子どもを支援する活動
③新型コロナウイルス感染症により影響を受けている子ども等の実態調査活動
・締切：３月３１日（水）
・対象期間：①②2021 年 9 月 1 日（水）～2022 年 8 月 31 日（水）
③2021 年 8 月 1 日～2022 年 1 月 31 日
・支援金額：①70 万円 ②100 万円 ③50 万円（全て上限）
・申請・問合せ：NPO 法人モバイル・コミュニケーションファンド（MCF）事務局
〒100-6150 東京都千代田区永田町 2-11-1 山王パークタワー41F
TEL 03-3509 ｰ 7651（平日 10 時～18 時 土日除く）
https://www.mcfund.or.jp/jyosei/contact.html
※助成金に関する応募要項、申請書等はウェブサイトよりダウンロードしてください。
【スタッフこぼれ話】
以前のこぼれ話では自転車を買って自分に負荷をかける！と宣言…あれから 5 ヶ月、な
んと自転車から徒歩に進化?! そのおかげで体重も目標まであと 1 キロ減に近づいてきま
した。さて次のこぼれ話でどんな報告ができるか…（K）
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

