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ニュースレター第 59 号

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
5 月 6 日は立夏、新緑の季節です。芦屋川は土出し作業が終わり川底の敷石が見えるほどの清流
となっています。ステイホーム中ですが、青嵐と新樹光を体いっぱいに受けての散歩には持って
こいです。
※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。
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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【(特活)あしや NPO センター一押し】http://npoanc.org/
１．
《メッセージ募集》
「芦屋市制 80 周年記念事業」
共生のまちを目指して！皆様から一言メッセージを募集しています。5 月 6 月実施の「書の寺
子屋」に参加して書いてください。
・書く場所：リードあしや「書の寺子屋」
・日時：5 月 18 日(火)14:00-16:00 5 月 22 日(土)9:30-12:00
・対象者：芦屋市民（在住・在勤・在学）
・持ち物：筆・墨（無ければ用意あり）

【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：5 月 18 日(火)14:00-16:00 5 月 22 日(土)9:30-12:00
・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．
《受講生募集》
「コミュニティビジネス（CB）ゼミナール」
6 月 9 日のあしや市民活動フェスタは「あなたのやりたいこと CB」を応援するためのプレゼン
テーション大会です。CB ゼミナールで学びプレゼンにトライ！しよう。
・日時：5 月 23 日(日)13:30-16:30
・会場：リードあしや オープンスペース 1 オンライン（Zoom）
・講師：梅山 晃佑さん（A’ワーク創造館 職業訓練事業部部長）
・内容：CB の見つけ方、作り方、進め方を学ぶ入門講座
・定員：会場 20 人
・申込み：参加方法、お名前、性別、年齢、住所（市のみ）、所属団体（あれば）、電話番号、
FAX、メールアドレス（必須）をお書きの上、FAX（0797-26-6453)またはメール
（aia@ashiyanpo.jp）でお申し込みください。
・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》
「第 14 回あしや市民活動フェスタ」
コミュニティビジネスをツールとした「やりたいこと」のある方(プレゼンテーター)と、プラン
を聞いてみたい・応援したい方の参加をお待ちしています。
・日時：6 月 5 日（土）13:30-16:30
・会場：リードあしや 会議室 CD オンライン（Zoom）
・内容：1 部「あなたのやりたいこと コミュニティビジネスプレゼンテーション大会」
2 部「公開選考会」
3 部「交流会」
・プレゼンテーター：①夢コース ②実現コース 各 3 組 計 6 組
・応援参加定員：会場 30 人

Zoom80 人

・参加費：無料
・申込み：参加方法、お名前、性別、年代、住所（市のみ）、所属団体（あれば）、電話番号、
FAX、メールアドレス（必須）をお書きの上、FAX（0797-26-6453)またはメール
（aia@ashiyanpo.jp）でお申し込みください。
・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・助成金】
１．
《相談者募集》
「女性のための法律相談」
（芦屋市男女共同参画センター）
女性の弁護士が、夫からの暴力や離婚問題、家族関係のトラブルやセクハラなど法律上の相談
に応じます。
・日時：6 月 2 日（水）①14:00 ｰ 14:30 ②14:30 ｰ 15:00 ③15:00 ｰ 15:30 ④15:30 ｰ 16:00
・会場：芦屋市男女共同参画センター
・相談予約電話：0797-38-2022
・一時保育：無料（要予約）
・問合せ：同センター（電話：0797-38-2023）
２．
《助成金情報》
「老後を豊かにするボランティア活動資金助成事業」（全国社会福祉協議会）
高齢者を主な対象として活動するボランティアグループおよび、地域共生社会の実現につなが
る活動を行っている高齢者中心のボランティアグループに対し用具・機器類の取得資金を助成
します。
助成対象：グループメンバー10 人～50 人程度、活動実績 2 年以上など
活動内容：高齢者を対象とした生活支援サービスなど
助成金額：1 グループにつき 10 万円を上限 ※都道府県・指定都市または市区町村社会福祉協
議会の推薦が必要
応募要項・申請書を含む詳細はホームページをご覧ください。
３．
《助成金情報》
「やさしさにありがとう ひょうごプロジェクト」
（(公財)コープともしびボラン
ティア振興財団）
社会的課題を解決しようとしている意欲あふれる市民団体を、賛同企業・コープこうべと共に
応援していく助成制度です。
【地域の課題解決事業】人と人とが助け合い、支え合い、誰もが安心して地域の中で暮らせる
ように幅広く取り組む活動を支援します。
助成金額：1 団体上限 50 万円
【コロナ禍で影響を受けた人の支援事業】新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業
等により生活に困窮する人が増えています。本当にくらしに困窮する人々のいのちとくらしを
守るため、最前線で支援する活動を支援します。
助成金額：1 団体上限 100 万円
募集期間：4 月 15 日（木）～5 月 31 日（月）17 時締切（郵送必着）
詳細はホームページをご覧ください。
４．
《助成金情報》
「ひょうごボランタリー基金助成事業」（ひょうごボランタリープラザ）
21 世紀の成熟社会の重要な担い手であるボランティアグループ・団体、NPO 等が行う、福祉、
環境、国際交流、芸術等幅広い分野の県民ボランタリー活動の促進や、児童福祉施設入所児童
及び交通遺児の激励など、地域福祉の向上を図ることを目的とした助成事業です。

・地域づくり活動 NPO 事業助成
応募期間：3 月 15 日（木）～5 月 31 日（月）※ボランタリープラザ必着
助成対象事業：①連携を重視する事業
②先導的・先駆的な取り組みを重視する事業
助成金額：上限 50 万円
・中間支援活動助成
応募期間：3 月 15 日（木）～5 月 31 日（月）※ボランタリープラザ必着
助成対象事業：①基本事業
②企画立案事業
助成金額：上限 100 万円（①上限 50 万円 ①＋②100 万円）
詳細はホームページをご覧ください。
【スタッフこぼれ話】
ちょうど 1 年前は、緊急事態宣言１回目が発令され、
「ステイホーム」で家族そろってずっと家で
過ごしていました。そして今、3 回目の緊急事態宣言発令中。今年も変わらない状況ですが、なん
となく気が緩みがちになっています。昨年、山中伸弥さんが語られた「“黄色点滅”の気持ちで行動
を」という言葉を、今一度胸に刻んで過ごしたいなと思っています。
（高）
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

