（特活）あしやＮＰＯセンター発 2020 年 10 月 1 日（木）発行 ニュースレター第 52 号
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
食欲の秋、お母さんは 2 歳と 4 歳の子どものために一晩かけて栗を剥き栗ご飯を炊きました。子
どもたちは栗を除けてご飯だけ食べましたとさ…GoTo イートも始まります。さぁどこで何をい
ただこう！
※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．
《参加者募集》
「SDGs を体感しよう！」
【リードあしやのイベント】
１．
《参加者募集》
「ソーシャルナイト夜の社会貢献勉強会」
２．
《参加者募集》
「ふれあいスリランカカフェ」
３．
《参加者募集》
「みんなで聞いてみよう！ ところで JR 芦屋駅南側、どうなっているの？」
４．
《参加者募集》
「未来をつくる芦屋たぶん 100 人会議」
【地域の市民活動・イベント・助成金】
１．
《スタッフ募集》
「くまもり環境教育」（(一財)日本熊森協会）
２．
《協力会員募集》
「地域の子育て支援を始めてみませんか」（(社福)芦屋市社会福祉協議会）
３．
《助成金情報》
「阪急阪神 未来のゆめ・まち基金」（阪急阪神ホールディングス グループ）
【スタッフこぼれ話】
「人生観の基準」
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
【(特活)あしや NPO センター一押し】http://npoanc.org/
１．
《参加者募集》
「SDGs を体感しよう！」
巷で言われる SDGs…「なるほど、これが SDGs なんだ！」と味わえるカードゲーム体験です。
・日時：①11 月 4 日(水)12 月 5 日（土）②11 月 11 日(水)12 月 12 日(土)いずれも 13:30～16:30
・会場：リードあしや
・内容：①2030SDGs カードゲーム体験 ②SDGs de 地方創生カードゲーム体験
・講師：中嶋雅美さん（認定ファシリテーター）
・定員：12 人
・参加費：無料
・申込：体験したい内容・日時、お名前、年代、住んでいる市名、所属団体（あれば）
、電話番
号、メールアドレスをご記入の上、メールにて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）
【リードあしやのイベント】http://www.ashiyanpo.jp/
１．
《参加者募集》
「ソーシャルナイト夜の社会貢献勉強会」第 2 弾
「自分らしく生きる」ための「社会とつながる場」を実践している児島さん、自らの引きこ
もり体験の中から場づくりのコツを聞きます。
・日時：10 月 2 日(金)19:00～20:30
・会場：リードあしや
・内容：テーマ「自分らしく生きる」生きづらさから社会を避けないための「社会とつなが
る場」づくり
・講師：児島一平さん（NPO 法人みんなの未来かいたく団 代表理事 (株)一善堂 代表取締
役）
・参加方法：オフライン（会場にて 20 名まで）オンライン（制限無し）
・申込、問合せ：リードあしや（電話 0797-26-6452 メール aia@ashiyanpo.jp）
２．
《出店者・参加者募集》
「ふれあいスリランカカフェ」
スリランカは紅茶の国です。香り高い紅茶を味わいながら、スリランカの動画を見て、ちょ
っと旅行気分を味わってみましょう。
・日時：10 月 10 日(土)13:30～16:00
・会場：リードあしや
・カフェ：大人 100 円 子ども無料（飲み物・お菓子付き）
・運営団体：日本スリランカ友の会関西
・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》
「みんなで聞いてみよう！ ところで JR 芦屋駅南側、どうなっているの？」
再開発が叫ばれながら、なかなか着手できない JR 芦屋南地区の開発。実際どうなっているの
か、今に至るまでを客観的に聞いてみましょう。
・日時：10 月 24 日(土)13:30～15:00
・会場：Zoom 開催（リモート限定 URL は後日お知らせいたします）
・話し手：辻 宏治さん 柴田 陽子さん（芦屋市都市整備課）
・参加費：無料
・問合せ・申込：リードあしや（電話 0797-26-6452 メール aia@ashiyanpo.jp）
４．
《参加者募集》
「未来をつくる芦屋たぶん 100 人会議」
グラフィックレコーディングを利用して話し合いを可視化しよう！
・日時：10 月 31 日(土)13:00～17:00
・会場：リードあしや
・内容：ゲストスピーカーの登壇を可視化しより内容を深め、グラフィックレコーディング

の基礎を学ぶ
・講師：アオナミ ユミコさん（ビジュアルファシリテーター）
・ゲストスピーカー：中島 彌生さん（etalagiste 代表）浅井 裕介さん（あおぞらドラマカン
パニー代表）
・定員：会場 20 人

Zoom（リモート）60 人

・参加費：無料
・問合せ・申込：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．
《スタッフ募集》
「くまもり環境教育」（(一財)日本熊森協会）
子どもたちに自然に大切さを伝える「仲間」になりませんか？
・日時：毎月第 1 土曜日 13:30-16:00
・会場：日本熊森協会本部事務所（西宮市分銅町 1-4）3 階
・内容：小学校・幼稚園での実践活動、環境育教材の作成
・問合せ：同協会（電話 0798-22-4190 FAX0798-22-4196 メール Contact@kumamori.org）
２．
《協力会員募集》
「地域の子育て支援を始めてみませんか」（(社福)芦屋市社会福祉協議会）
育児の援助をするための学びの場です。
・日時：10 月 19 日(月) 10 月 21 日(水) 10 月 23 日(金) 10 月 26 日(月) 10 月 28 日(水)
10 月 29 日(木)全て午前中
・会場：芦屋市保健福祉センター
・内容：子どもの健康と発達、おいしくて楽しい食事、保育所見学、緊急時対応と応急処置、
保育のこころなど
・定員：15 人
・申込・問合せ：芦屋市ファミリーサポートセンター（電話 0797-25-0521）
３．《助成金情報》「阪急阪神 未来のゆめ・まち基金」（阪急阪神ホールディングス グループ）
SDGs の「4.質の高い教育をみんなに」もしくは「11.住み続けられるまちづくりを」の達成
を意識して活動している市民団体を募集します。
・応募期間：9 月 1 日(火)～10 月 16 日(金）消印有効 持込不可
・対象団体：阪急阪神沿線を活動フィールドとし、設立から 3 年以上経過する非営利の市民
団体
・お問合せ・申請書類送付先：〒540-0012 大阪市中央区谷町 2 丁目 2-20 2F 市民活動ス
クエア「CANVAS(キャンバス)谷町」社会福祉法人 大阪ボランティア協会 担当：市居、
江渕（電話 06-6809-4901 メール yumemachi@osakavol.org）
・問合せフォーム：https://ws.formzu.net/dist/S33509980/
※詳細は http://www.osakavol.org/yumemachi_kikin/をご覧ください。
・主催者：阪急阪神ホールディングス グループ

【スタッフこぼれ話】
最近、通勤用に自転車を買いました。もちろん電動！と思っていましたが、買ったのはクロス
バイク！自分にちょっとだけ負荷をかけてみようと思います。どちらかを選ぶ時、少しだけハ
ードルを上げてみると人生観が変わるかも?（K）
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

