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4 月は和名では卯月。5 日～19 日頃を「清明」といい、命あるものが清らかで生き生きとし、明る
い空気に満ちるという意味があるそうです。啓蟄の頃でもあります。ワクチンの効果はいかに…
※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。
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【(特活)あしや NPO センター一押し】http://npoanc.org/
１．
《お知らせ》世界自閉症啓発デー LIGHT IT UP BLUE
世界 172 ヶ国が青い光で繋がる 4 月 2 日は国連が定めた世界自閉症啓発デー。4 月 2 日から 8
日は発達障害啓発週間です。
・兵庫県会場：芦屋市役所、ホテル竹園芦屋、メリケンパーク噴水、BE KOBE モニュメントな
ど
・日時：4 月 2 日
・主催：NPO 法人あっとオーティズム内 LIUB Japan2021 実行委員会
・ホームページ：https://www.happy-autism.com/

【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：4 月 17 日(土)9:30-12:00 4 月 24 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．
《参加者募集》
「団体運営お助け１day スクール」
会計税務・労務管理の勉強会と交流会です。担当している方、これから担当する方、みなさん
で学びあいましょう！
・日時：4 月 24 日（土）13:00-17:30
・会場：リードあしや 会議室 CD オンライン（Zoom）
・内容：1 部「会計税務編」講師：多田信広さん（多田公認会計士事務所代表）
2 部「労務管理編」講師：藤本高英さん（フジモト労務管理事務所代表）
3 部「団体相談＆交流会」
・定員：会場 20 人
・参加費：無料
・申込み：参加方法、希望の部、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．
《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 9 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）
【地域の市民活動・イベント・助成金】

１．
《受講者募集》
「おひとり様の老後対策セミナー」
（NPO 法人相続遺言・交通事故支援センター）
先行きが見えない今の時期に将来のことを考えてみませんか？
・日時：4 月 17 日（土）13:30 ｰ 16:30
・会場：芦屋市民センター202 室
・講師：赤司勝（行政書士）
・内容：遺言書の書き方、自分の葬式・死後の手続き、空家対策など
・参加費：無料
・申込・問合：同法人芦屋支部（電話：080-5312-0823 赤司）
２．
《受講生募集》
「相続税・任意後見セミナー」
（NPO 法人遺言相続専門家相談所ひょうご）
老後対策の講演会活動を通じて地域の皆様のお役に立てることを目指しています。
・日時：①4 月 18 日（日）13:30-16:30 ②5 月 16 日（日）13:30-16:30
・会場：芦屋市民センター
・講師：柳康夫（税理士/行政書士） 原國聖子（司法書士） 鴻雅行（中小企業診断士/僧侶）
・内容：①相続税 ②任意後見
・参加費：無料
・申込・問合：同法人（電話 090-2599-2438 柳）
３．参加者募集》
「二胡×津軽三味線ジョイント」
（芦屋 Tio クラブ）
季節が萌える春、空は青、山は緑、花は開き多くの命が生まれます。喜びをかみしめながら心
のふるさと音楽の旅に出かけましょう！
・日時：5 月 1 日（土）13:00 ｰ 15:00
・会場：相楽園 芝生広場

特設ステージ

・演奏曲：春の歌メドレー、台湾・中国の歌曲、津軽じょんがら節など
・演者：久保 比呂誌（津軽三味線ピアノ） 李亜輝（二胡）ジャスミン（二胡合奏団）
・問合：同クラブ（電話 0797-25-0177）
４．《講師派遣》 「市民版出前講座

あしや学びあいセミナー」（芦屋市教育委員会社会教育部

生涯学習課）
芦屋市社会教育関係登録団体が各団体の専門分野を、皆さんのところへ出向き伝授する講座です。
・会場：学習会主催者が芦屋市内に確保
・申込資格：芦屋市内在住・在勤・在学の方、概ね 5 人以上の団体、グループ
・申込：希望日の 2 カ月前まで
・申込方法：申込フォームからお申し込みください。
・申込・問合：同課（0797-38-2091）
５．
《助成金情報》
「令和３年度阪神南ふるさとづくり応援事業」
（兵庫県阪神南県民センター）
阪神南地域における課題解決や地域の活性化に向けて、地域団体が創意工夫し、よりよい地域

づくりを目指す取組に対し経費の一部を補助します。
・募集締切：4 月 20 日（火）
・対象期間：令和 3 年 6 月 1 日（火）～令和 4 年 2 月 28 日（月）
・補助率：事業 1 件に対し 20 万円以内の範囲で定額を補助（１千円単位）直接経費
・応募方法：ホームページをご覧ください。
・申請・問合せ：兵庫県阪神南県民センター県民交流室 県民・産業振興課
〒660-8588 尼崎市東難波町 5-21-8（兵庫県尼崎総合庁舎 3 階）
TEL 06-6481-4391（平日 9 時～17 時 土日祭日除く）
メール hanshinm_ken@pref.hyogo.lg.jp
【スタッフこぼれ話】
卒業、進学の季節となり我が家の次男も修行の旅に出る日がついに来てしまいました。遠い…
遠い場所へ見送りたくさんバイバイし見えなくなった途端…お父さん号泣!!驚きでお母さん泣
けず（・・“）お嫁に出す父の愛もこんな感じだったのかな？と父親心を感じた寂しい帰路でし
た。
（金）
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

