（特活）あしやＮＰＯセンター発
2020 年 2 月 1 日（水）発行 ニュースレター第 45 号
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
梅の開花をちらほら聞きます。少し暖かい日和が続くと急に寒くなったり…インフル
エンザや新型ウィイルスも終息の見通しはまだまだ…。皆さん自分の身は自分で守り
ましょう！
※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．《運営者募集》「オープンスペース

ランチ＆カフェ」

【リードあしやのイベント】
１．《参加者募集》「ふれあいほのぼの趣味体験カフェ」
２．《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】
１．《参加者募集》「第 1 回あしやそだてるフェスタ」（芦屋市商工会）
２．《参加者募集》「芦屋リジュームミーティング」（ASHIYA RESUME プロジェクト）
３．《参加者募集》「芦屋話し方教室」（トラストコミュニケーション JUNO）
４．《助成金情報》「はぁ～とふるふぁんど」（はぁ～とふるふぁんど実行委員会）
５．《助成金情報》「地域福祉を支援する「わかば基金」」（ＮＨＫ厚生文化事業団）
【スタッフこぼれ話】「インフル到来」
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
【(特活)あしや NPO センター一押し】
１．《運営者募集》「オープンスペース ランチ＆カフェ」
市民活動団体、コミュニティビジネスを目指す人、地域活動に勤しむ人、社会貢
献として取り組む企業など、最初の一歩としてトライしてみてください。
・活動日：第 1、3 土曜日、第 2、4 水曜日 １団体月 2 回まで利用可能 活動日
の 5 カ月前から予約可能
・会場：リードあしや オープンスペース１
・時間帯：9：30-17：00（準備、実施、片付けまで）
・参加料：1 回 6,000 円
・駐車場：搬出入を含む利用時 1 日 1 台のみ駐車場の利用可能
・申込：メール(aia@ashiyanpo.jp）か FAX0797-26-6453 でご予約の上、リードあ
しやにお越しください。面談をさせていただき申請書をお渡しします。
・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》「ふれあいほのぼの趣味体験カフェ」
囲碁、折り紙（お雛様、動物など）、画用紙でキュービックづくりなど様々な体験
ができます。ぜんざいも味わえます。
・日時：2 月 8 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）
・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》「オープンスペース ランチ＆カフェ」
オープンスペース１を利用して団体のチャレンジの場と、市民の交流の場です。
美味しく体に優しいランチをお召し上がりください。
・日時：2 月 12 日（水）
・運営：チーム M
・メニュー：メニュー：クラバーパークのブッフェランチ（バイキング）1,200 円
・日時：2 月 15 日（土）
・運営：Cool Kids Club
・メニュー：チョコレートムース 15～20 食（500 円）チョコレートケーキ 16 食
（500 円）コリマレバーベキューホットサンド 20 食（500 円）カレー20 食（700
円）
・会場：リードあしや オープンスペース 1
・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》「第 1 回あしやそだてるフェスタ」（芦屋市商工会）
「育」をテーマに家族で楽しめる、学べるコンテンツや商品サービスが盛りだく
さんです。
・日時：2 月 8 日（土）9 日（日）11:00-15:00
・会場：ラ・モールあしや １F アトリウム（JR 芦屋駅より東に徒歩 5 分）
・内容：和菓子・洋菓子作り・クラフトワーク体験、プロが教える写真撮影術な
どのミニセミナーなど
・問合せ：芦屋市商工会 担当：三方、西澤（電話：0797-23-2071 FAX：0797-324177 メール：ask0110ashiyagawa@ashiya-net.or.jp）
２．《参加者募集》「芦屋リジュームミーティング」（ASHIYA RESUME プロジェクト）
女性の「働きたい」を大事にする会社を知るためのプログラムです。
・日時：2 月 25 日（火）17:00-20:00
・会場：芦屋市男女共同参画センター ウィザスあしや

・参加費：無料
・ゲストスピーカー：三輪かおりさん（株式会社ベアーズ神戸支店長） 渡利綾
子さん（JCR ファーマ株式会社課長）
・対象：芦屋市内で事業をされている方、女性活躍推進に興味がある方
・定員：60 名
・申込：当日参加可能、事前申込優先
・問合せ：同事務局（電話：06-6373-5394 メール：event@ashiya-resume.jp）
３．《参加者募集》「芦屋話し方教室」（トラストコミュニケーション JUNO）
元日本テレビ系列局アナウンサーが教える「伝わる」話し方
・小学校低学年クラス（小１～3 年と保護者）
定員：5 組
日時：毎週土曜日
会場：リードあしや
料金：3,500 円/回（親子 2 人分）
内容：早口言葉、母音ゲーム、ニュース＆天気リレーなど
問合せ：同教室（電話：090-1955-3168 月～土 9 時～17 時・留守番電話対
応 メール：onoyamajunko@trust-c.info)
他、小学校高学年クラス、中高生クラス、社会人クラス、社会人対人関係力
UP 講座、幼児クラスなどあります。
４．《助成金情報》「はぁ～とふるふぁんど」（はぁ～とふるふぁんど実行委員会）
兵庫県内の NPO 団体等が行う環境保全、被災者支援などを応援します。
・事業の概要：地域ボランティア・福祉支援「ボランティアあしすと」部門
地域振興（町おこし）支援「ふるさと振興サポート」部門
・支援対象団体：5 人以上で活動されている地域の団体またはボランティア団体
法人化の有無は不問
・支援対象期間：2020 年 7 月 1 日～2021 年 6 月 30 日
・支援金額：最高 100 万円（１事業につき総事業費の 4 分の３以内）
・申込方法：必要書類 ダウンロードは http://www.hyoyukyo.or.jp からです。
添付書類 団体の活動を紹介する写真、資料、パンフレットなど
・申込期間：2020 年 1 月 6 日（月）～3 月 6 日（金）10:00 ｰ 17:00
・問合せ：同事務局（電話：078-362-8505）
５．《助成金情報》「地域福祉を支援する「わかば基金」」（ＮＨＫ厚生文化事業団）
地域に根ざした福祉活動をしているグループに、支援金やリサイクルパソコンを
贈り、その活動を広げてもらおうというものです。
・支援内容：①「支援金」部門
50 グループほど 支援金１グループにつき最
高 100 万円）

②「災害復興支援」部門

20 グループほど

支援金１グループにつ

き最高 100 万円）
③「リサイクルパソコン」部門
ノートパソコン 50 台ほど 贈呈
台数１グループにつき 3 台まで）
・支援対象：日本国内の一定地域に活動拠点を設け活発な福祉活動を進めている
ボランティアグループや NPO
・募集要項、申請書：https://www.npwo.or.jp/info/16422 からダウンロード
・申込方法：規定の申請書に必要事項を記入の上、郵送
・締切：2020 年 3 月 31 日（火） 必着／郵送のみ受付
・申込・問い合わせ先：同団体（住所：ＮＨＫ厚生文化事業団「わかば基金」係
〒150-0041 東京都渋谷区神南 1-4-1 電話：03-3476-5955 FAX：03-3476-5956）
【スタッフこぼれ話】
何年振りでしょうか。インフルエンザにかかりました。幸い症状は軽かったのです
が、1 週間ほど家族との家庭内別居は寂しかったです。新型ウイルスも猛威を奮っ
ていますが、手洗いとうがいでしっかり予防して元気に春を迎えたいですね。
（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
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::

