（特活）あしやＮＰＯセンター発 2020 年 9 月 1 日（火）発行 ニュースレター第 51 号
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
三密は仏教用語ってご存じですか。
「身(しん)密」自分勝手な行動はしない。
「口(く)密」ありがと
うと感謝の気持ちを口に出す。
「意(い)密」情報に振り回されない。コロナ禍三密にも通じるもの
が！
※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．
《出展作品募集》
「芦屋市障がい児・者作品展」
【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．
《出店者・参加者募集》
「ふれあいインテリアとグリーンカフェ」
３．
《参加者募集》
「SDG's カードゲーム体験セミナー」
【地域の市民活動・イベント・助成金】
１．
《参加者募集》
「会計入門講座」
（生きがいしごとサポートセンター阪神南 105 ）
２．
《参加者募集》
「おひとり様の老後対策遺言書セミナー」
（NPO 法人遺言相続専門家相談所ひ
ょうご）
３．
《派遣申請募集》
「計画等策定支援専門家派遣事業」
（ひょうご安全の日推進県民会議）
４．
《助成金情報》
「認定 NPO 法人取得資金助成」
（(公財)SOMPO 福祉財団）
【スタッフこぼれ話】
「今大切なこと」
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
【(特活)あしや NPO センター一押し】http://npoanc.org/
１．
《出展作品募集》
「芦屋市障がい児・者作品展」
芦屋市在住、在学、在勤で障がいのある人の作品展の出展者を募集しています。作品展開催期
間は 12 月 2 日から 8 日です。
・作品の種類：絵画・写真・手芸・書道・陶芸など
・応募期間：10 月 28 日(水)～11 月 11 日(水)平日 9 時～17 時 30 分
・応募方法：応募用紙（芦屋市障がい者基幹相談支援センター窓口、
「あしやねっと♪」DL）に
必要事項を記入し、作品の写真を添付して、メール（kikansodan@ashiya-syakyo.com）または
直接窓口へ持参
・問合せ：芦屋市障がい者基幹相談支援センター（電話 0797-31-0739）

【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」
社会貢献活動に取り組む専門家、実践者をゲストスピーカーに招き、取り組みを語りながら
交流します。
・日時：第 1 回 9 月 4 日(土)19:00～20:30
・会場：リードあしや
・内容：テーマは地域活性化「ヒト・モノ・カネ・ジョウホウ」をどのように紡ぐのか。
・講師：川辺友之さん（㈱パーシバァル代表取締役 CEO）
・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》
「ふれあいインテリアとグリーンカフェ」
手作り品の販売やワークショップなど開催したい方、当日参加したい方を募集しています。
・日時：9 月 12 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）
※プログラム参加の場合参加費あり
・問合せ：リードあしや（電話 0797-26-6452 メール aia@ashiyanpo.jp）
・出店料：1,000 円
・出店スペース：テーブル 1 台（幅 180cm×奥行 45cm）
・出店に関する申込・問合せ：藤山（電話 050-7107-4275）
３．
《参加者募集》
「SDG's カードゲーム体験セミナー」
「SDGs2030」と「SDGs de 地方創生」のカードゲーム体験が無料でできます。
・日時：①10 月 4 日(日)13:30～16:30 ②10 月 17 日(土)13:30～16:30
・会場：リードあしや
・内容：①SDGs2030 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
・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．
《参加者募集》
「会計入門講座」
（生きがいしごとサポートセンター阪神南 105 ）
「始めたばかりで手探り状態」
「起業するけど会計が不安」な方、簿記の原則や勘定科目など
の入門講座です。
・日時：9 月 12 日(土)14:00～15:30
・会場：オンライン（Zoom)

・講師：白藤千里さん（生きがいしごとサポートセンター阪神南 105）
・費用：無料
・定員：10 人
・申込：お名前、年齢、ご住所、電話番号、メールアドレスを記載の上 FAX（0798-22-5068)
またはインターネット（http://ikisapo105.com)から
・問合せ：同センター （電話 0798-22-5038 メール info@ikisapo105.com）
２．
《参加者募集》
「おひとり様の老後対策遺言書セミナー」
（NPO 法人遺言相続専門家相談所ひ
ょうご）
約 1 時間のセミナーと老後対策全般にわたっての個別相談会もいたします。
・日時：9 月 20 日（日）13:30～16:30
・会場：芦屋市民センター
・講師：税理士、司法書士、中小企業診断士、行政書士、弁護士、僧侶など老後対策の専門家
・費用：無料
・申込・問合せ：同団体 担当：やなぎやすお（電話 090-2599-2438）
３．
《派遣申請募集》
「計画等策定支援専門家派遣事業」
（ひょうご安全の日推進県民会議）
防災に関する個別支援計画、地区防災計画、避難所自主運営マニュアル策定のお手伝いをし
ます。
・申請：派遣希望日の 1 か月前まで
・内容：ワークショップ等での指導、助言
・講師：大学教授、防災士などの専門家
・費用：無償
・申請窓口：事業を実施する地域を所管する県民局、県民センターの防災担当課

詳細は

http://19950117hyogo.jp/calendar/entry-275.html をご覧ください。
・問合せ・資料請求：同事務局（〒650-8567 神戸市中央区下山手通 5-10-1 兵庫県復興支援
課内 電話 078-362-4459）
４．
《助成金情報》
「認定 NPO 法人取得資金助成」
（(公財)SOMPO 福祉財団）
地域の中核となり、持続的に活動する質の高い NPO 法人づくりを支援し、
「認定 NPO 法人」
の取得に必要な資金を助成します。
・期間：9 月 1 日(火)～10 月 9 日(金)
・対象：社会福祉分野で活動し、認定 NPO 法人の取得を計画している特定非営利活動法人
・内容：認定 NPO 法人の取得に関する費用全般
・条件：所轄庁受付日が 2020 年 4 月 1 日～2022 年 3 月 31 日まで
・金額：1 団体 30 万円
・選考基準：過去の実績、将来性（継続性）
、地域課題解決への貢献度等
・申請：https://www.sompo-wf.org/をご覧ください。

・問合せ：同財団（https://www.sompo-wf.org/contact.html）
【スタッフこぼれ話】
2019 年度のベストセラーFACTFULNESS 拝読「思い込みを乗り越え、データを基に世界を正
しく見る習慣を持つ」ことの大切さが書かれてた…でも今私に一番大切なことは自室の壊れた
クーラーを買い替えるか、クーラー無しダイエットに挑むか…(-"-)（H)
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

