（特活）あしやＮＰＯセンター発
2021 年 1 月 5 日（火）発行

ニュースレター第 55 号

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
あけましておめでとうございます。私の故郷では正月 1 日は外出を避け家族で過ごすしきたりが
ありました。今年は正にそれ！振り返りながら前進する年でありますように！
※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。
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【(特活)あしや NPO センター一押し】http://npoanc.org/
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 オープンスペース 1
・日時：1 月 6 日(水)17:00-20:00 1 月 16 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
・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》
「災害時対応セミナー 災害時ケースマネージメント」
津久井先生に聞く！そしてみんなで考えよう！日常から取り組む被災者一人ひとりに必要な
支援の連携方法と支援するしくみ
・日時：1 月 16 日(土)13:30～16:00
・会場：リードあしや
・開催方法：オンライン（Zoom)
・講師：津久井 進 弁護士（(特活)あしや NPO センター監事）
・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》
「ふれあい冬の養生カフェ」（あしや健康倶楽部）
美味しいお菓子と薬膳茶をいただきながら、ちょっと中医学の知識を学びましょう。
・日時：1 月 9 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：1,000 円
・プログラム定員：15 名
・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》
「エレガントマナーサロン」（日本現代作法会）
マナーを身につけるということは、一生失うことのない宝物を身につけたようなものです。
いまさら聞けないマナーのあれこれを学びましょう。
・日時：1 月 16 日（原則第 1・３・５土曜日）13:00 ｰ 14:30
・会場：リードあしや
・内容：マナーの基本から立礼、席次、慶弔事等のマナー10 回コース（単発受講可能）
・参加費：1 回 2,000 円（含：資料代・茶菓代・室料）
・問合せ：同会（電話 090-5642-4561 FAX0797-35-6408 メール sakaue@sahoukai.com
代表：阪上）
２．
《参加者募集》
「遺言書セミナー」
（NPO 法人遺言相談専門家相談所ひょうご）
遺言書の書き方、相続人がいない、エンディングノートの書き方など約 1 時間のセミナー後
に個別相談をします。
・日時：1 月 17 日(日)13:30-16:30
・会場：芦屋市民センター
・講師団：税理士・司法書士・中小企業診断士：行政書士・弁護士・僧侶等
・内容：遺言整理・遺言書・相続税・生前贈与・相続登記などの話。
・問合せ：同法人（電話 090-2599-2438 事務局長：やなぎやすお）

３．
《参加者募集》
「おひとり様老後対策セミナー」(NPO 法人相続遺言・交通事故支援センタ
ー)
行き先が見えない今の時期だからこそ、将来の事を考えてみませんか？
・日時：1 月 24 日(日)13:30-16:30
・会場：芦屋市民センター204 室
・内容：認知症に備えた任意後見契約、死後事務委任契約などについてわかりやすくご説明
します。
・申込・問合せ：同法人（電話 080-5312-0823 担当：赤司）
４．
《参加者募集》
「多文化共生講演会」
（潮芦屋交流センター）
住民がだれも排除されず対等に社会参画できるまち。住民がみな誇りと愛着を持てるまち。
そんなまちをつくることは、災害にも強いまちをつくることにつながります。
・日時：1 月 30 日(土)14:00-15:30
・会場：潮芦屋交流センター2 階
・参加費：無料
・内容：多文化共生のまちづくり、コミュニティ防災の視点で考える。
・申込・問合せ：同センター（電話 0797-25-0511）
５．
《相談希望者》
「女性のためのチャレンジ相談」
（芦屋市男女共同参画センター）
何かを始めてみたいけど整理がつかない、子育てしながら働きたい等々、すべての働く女性
を応援するための相談の場です。
・日時：1 月 23 日(土) 2 月 4 日(木) ①10 時～ ②11 時～ ③12 時～
・会場：芦屋市男女共同参画センター 相談室
・相談時間：１人 50 分
・対象：いずれの日も女性各 3 人（先着 但し 1 回限り）
・内容：産業カウンセラー、キャリア・コンサルタントなどの相談員が、専門的な視点から
ライフプランのアドバイスします。
・相談料：無料
・相談員：萩原 紫津子（産業カウンセラー、キャリア・カウンセラー）
・一時保育：0 歳 6 か月から未就学児（要予約・無料）
・申込：1 月 5 日(火)から E メールまたは電話・窓口へ（日曜・祝日は除く）
・問合せ：同センター（電話 0797-38-2023 メール josei-ce@city.ashiya.lg.jp）
６．
《参加者募集》
「癒しのクラシック」
（福祉センターエントランス事業実行委員会）
ピアノの名曲と左手の世界をお楽しみください。
・日時：1 月 24 日(日)14:00～
・会場：保健福祉センターエントランスホール
・演者：前田 美和さん

・内容：スクリャービン「左手のためのノクターン」他
・定員：60 名
・申込：往復はがきに、住所・氏名・電話番号を記入し福祉センター（芦屋市呉川町 14-9）
宛に郵送してください。
・期間：1 月 4 日～1 月 12 日必着
・問合せ：同委員会（電話 0797-31-0612

FAX0797-31-0614）

【スタッフこぼれ話】
コロナ禍で年末年始は家族がどこへも出かけられず、ずっと家にいました。私自身は、大掃除、
おせち作りに加え、日常の家事と例年通り過ごすと思っていました。唯一いつもと違っていた
のは、主人と大学生の息子。休みになると釣りだ！スキーだ！といなくなる 2 人が、あまりに
暇すぎたのか自ら大掃除を手伝うというびっくりの行動！おかげであっという間に完了し、他
にも手伝ってくれたこともあり 31 日はゆっくりと年越しそばを食べることができました。ある
意味いつもと違ったちょっと幸せな年末年始でした。(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
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

