（特活）あしやＮＰＯセンター発
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
冬から春への移り変わる 3 月、華やぐ行事と同時に忘れてはならない「3.11」災害時
ケースマネージメントを再度見直す季節でもありますね。
※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．《参加者募集》「Just! do it 足と靴のなやみ解決講座」
２．《参加者募集》「Just! do it 書の寺子屋」
３．《参加者募集》「Just! do it ここぷれ」
４．《助成金情報》「3 月以降の助成金情報」
【リードあしやのイベント】
１．《参加者募集》「ふれあい「こども店長と手しごとマルシェ」カフェ」
２．《参加者募集》「ソーシャルナイト夜の社会貢献勉強会」
３．《参加者募集》「団体運営お助け 1day スクール」
４．《参加者募集》「ママと子の居場所 つきいちよるごはん」
【地域の市民活動・イベント・助成金】
１．《参加者募集》「シニアのお金管理と活用法」（芦屋市シルバー人材センター）
２．《参加者募集》「童美展」（AAP アシヤアートプロジェクト実行委員会）
３．《参加者募集》「ASHIYA RESUME talkroom」（ASHIYA RESUME プロジェクト）
４．
《申請者募集》
「地域づくり活動 NPO 事業助成」
（ひょうごボランタリープラザ）
※コロナ禍によるまん延防止措置により、講座・イベントは内容が変更する場合があ
ります。主催団体へのご確認をお願いします。
【スタッフこぼれ話】「三寒四温」
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
【(特活)あしや NPO センター一押し】http://npoanc.org/
１．《参加者募集》「Just! do it 足と靴のなやみ解決講座」
月 1 回のテーマ別講座で足の悩みを解決！足体操も行います。
・会場：リードあしや、リモート
・日時：3 月 14 日（月）13:00～15:00

・講師：まさき（芦屋インソールまさき代表）
・参加費：1,000 円
・テーマ：「背骨の側湾症」
・持ち物：飲み物、動きやすい服装、汗拭きタオル
・申込：芦屋インソールまさき（電話：0797-20-0003）
・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》「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 5 日(土)10:00〜12:00 13:00〜15:00
・講師：狩谷 申先生（書家）
・持ち物：筆、墨、半紙、下敷き、すずり等、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）
３．《参加者募集》「Just! do it ここぷれ」
発達に課題のある、学校生活になじめない、ジェンダーに悩む子どもたちが安心
して自分らしくいられる場所として 4 月から月 2 回オープンします。
・会場：リードあしや
・日時：4 月 5 日 19 日(火)10:00〜12:00 14:00〜16:00
・運営：パレット
・参加費：午前、午後、それぞれ 2,000 円
・申込：ashiya.pallete@gmail.com（パレット事務局）
・問合せ：リードあしや（電話：0797-26-6452 メール：aia@ashiyanpo.jp）
４．《助成金情報》「3 月以降の助成金情報」
助成金のご相談はリードあしやまで！
URL:https://npoanc.org/subsidy
【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「こども店長と手しごとマルシェ」カフェ」
小物等の販売や、ゲーム、セミナーなど盛りだくさんのイベントです。
詳細は https://www.ashiyanpo.jp/news/50 をご覧ください。
・日時：3 月 12 日（土）13:30-16:00
・会場：リードあしや オープンスペース 1
・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）

２．《参加者募集》「ソーシャルナイト夜の社会貢献勉強会」
和紙アーティストとして、ママとして、障がい者福祉や市民活動に関わりながら
地域活性化に取り組む原動力を伺います。
・日時：3 月 18 日（金）18:30～20:00
・会場：リードあしや オープンスペース１、オンライン
・定員：会場 10 人 オンライン（Zoom）
・参加費：無料
・ゲストスピーカー：江藤惠美さん（(一社)ヤドリギアート）
・テーマ：モノづくり×福祉×地域活性化
・詳細・申込：https://www.ashiyanpo.jp/news/vol4318
・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》「団体運営お助け 1day スクール」
2022 年度の活動のスタート！総会で決めておくこと、広報やチラシのポイント
を一緒に学びましょう。
・実施日：４月２日（土）１３時００分～１６時３０分
・場 所：リードあしや 1F オープンスペース
・定 員：会場参加…10 名、オンライン参加…20 名
・参加費：無料
・内 容：１時間目（13:00～13:50）…総会資料作成のチェックポイント
２時間目（14:00～14:50）…広報セミナー
３時間目（15:00～15:50）…チラシデザインセミナー
４時間目（16:00～16:30）…個別相談＆交流
・詳細・申込：https://www.ashiyanpo.jp/news/1day-42
・問合せ：あしや市民活動センター リードあしや（担当：二宮）
TEL：0797-26-6452 FAX：0797-26-6453 MAIL：aia@ashiyanpo.jp
４．《参加者募集》「ママと子の居場所 つきいちよるごはん」
よるごはんを食べながら、 子育てあるある話や、ちょっとした困りごとを お話
できる「居場所」づくりです。
・日時：令和 4 年 4 月 15 日（金）18:30〜20:00
・会場：リードあしや オープンスペース 1F（芦屋市公光町５-８）
・参加費：親子で 700 円 ※当日、お弁当付きです！ （必要個数を事前にお聞き
します。親子 1 名ずつ以外はお子様 1 人につき 200 円）
・お子様の対象年齢 ：未就学児 (異年齢のご兄弟姉妹の参加可能ですが託児は
ございません。)
・定員：親子６組 （先着順）
※「ウララ芦屋」のハンドマッサージで癒しの時間のプレゼントがあります。

【地域の市民活動・イベント】
１．《参加者募集》「シニアのお金管理と活用法」（芦屋市シルバー人材センター）
・日時：3 月 12 日(土)10:00-11:30
・会場：芦屋市シルバー人材センター はつらつ館
・講師：植田英三郎さん（ファイナンシャルプランナー）
・参加費：500 円
・定員：25 名
・申込・問合せ：同団体（電話：0797-32-1414）
２．《参加者募集》「GUTAI とはなにか」（AAP アシヤアートプロジェクト）
1954 年「精神が自由であることを具体的に提示すること」を理念に芦屋で生まれ
た具体美術協会がお送りするプログラムです。
・日時：3 月 13 日(日)A9:30-11:30 B13:00-16:30
・会場：芦屋ルナホール 小ホール
・内容：A 自分で絵の具を作ろう（親子美術ワークショップ）
B 具体(GUTAI)と子供たち 講演 1「童美展と具体の作家たち」講演 2「戦
後美術教育を振り返る」
・講師：A 川嶋守彦 B 加藤瑞穂・山田康彦 他
・対象：A4 歳～小学 2 年生
・定員：A10 組
・参加費：A500 円/1 人 B1000 円
・申込：https://docs.google.com/forms/d/1NfgRsT_KeZCQFDb6Zdt-7ZDBcP5m71xOPnVHlKwpHk/viewform?edit_requested=true
・問合せ：同プロジェクト（電話：0797-38-7335 メール：
ashiyaartproject2020@gmail.com）
３．《募集》「気軽に聞いてみよう！ お悩み談話室」（芦屋リジューム）
何か新しいことを始めたい方、ご自身の事業や活動をもっと展開させていきたい
方、これからの方向性に悩んでいる方など、様々な状況の方に向けたイベントを
6 つのテーマで開催いたします。
・日時：3 月 4 日(金）3 月 7 日(月) 8 日(火) 9 日(水) 11 日(金) 16 日(水)
・内容：テーマ「お客さんと繋がる、コミュニケーションのはなし」
3 月 4 日 10：00～11：30＠オンライン
テーマ「ビジネスとして稼ぐことも考えたい わたしのミニ・公開相談会」
3 月 16 日 10：00～11：30＠オンライン
他のテーマ及びお申し込みは、芦屋リジュームのホームページからご確
認ください。
https://ashiya-resume.jp/news/2021_talkroom/

４．
《申請者募集》
「地域づくり活動 NPO 事業助成」
（ひょうごボランタリープラザ）
NPO 法人等が地縁団体等と連携し、その機動力、専門性などを活かした地域づく
り等の取り組みに助成します。また、新型コロナウイルスの感染拡大により生じ
た地域課題等の解決に向けた取り組みも対象となります。
応募期間：3 月 24 日～4 月 18 日
助成金額：上限 50 万円
対象団体：主たる事務所が兵庫県内にある「NPO 法人」または「NPO 法人に準ず
る団体」で当該事業について責任を持って遂行できる能力を有するこ
と等が可能な団体
お問合せ：ひょうごボランタリープラザ
〒650-0044 神戸市中央区東川崎町 1-1-3 神戸クリスタルタワー6 階
TEL：（078）360-8845 FAX：（078）360-8848
詳細は、ひょうごボランタリープラザのホームページをご覧ください。
https://www.hyogo-vplaza.jp/grant_donation/plaza_grant/entry128058.html
※オンラインによる助成事業説明会もあります。第 1 回 3 月 22 日(火)14 時～15
時 30 分 第 2 回 3 月 28 日(月)14 時～15 時 30 分
【スタッフこぼれ話】
三寒四温。日本の気候を感じる言葉の 1 つであり、寒暖差で体調を崩しやすい時で
もあります。ある記事によると、
「旬のものを中心にしっかりご飯を食べる」
「適度
な運動をする」「しっかり睡眠をとる」この３つを実施すると健康体で乗り越える
ことができると書いてありました。食事、運動、睡眠といえば健康の 3 本柱！なか
なかできない私にとっては、気合で乗り越えるしかないのでしょうか（笑）D
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

