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地域の課題解決又は発展を目的とする団体 １２月５日現在 149 団体

「あしや子ども笑顔ネット」から生まれた新たな取り組み
笑顔のまち、芦屋をめざして
「あしや子ども笑顔ネット」では、子どもたちが、様々な大人の背中を見ることによって、自ら
学び、次世代の担い手となっていくことを希望して、「芦屋市の魅力を知る」「市民が主体となる
場がある」「多様な人々と繋がる」機会を芦屋で作ろうと、4 月より意見交換を重ねてきました。
＜参加団体＞
(特活)芦屋市手をつなぐ育成会、精道小学校 smile ねっと、精中応援隊、芦屋市公光郵便局、
芦屋市商工会青年部、こくさいひろば芦屋、芦屋法律事務所、芦屋市社会福祉協議会、(特活)
あしやＮＰＯセンター（順不同）

市民参画と協働のきっかけに 市民力を生かす場
ご存知ですか？「参画と協働についての意識・行動調査（平成 26 年 3 月実施）」によると、市
民参画協働が必要と考える市民は 62.5%、今後、市民活動や地域の活動に参加したいと思って
いる市民は 58.4%もいます。
しかし、意欲があっても参加・参画まで至らないのは、情報が行き届いておらず、ワクワク感が
伝わっていないからかもしれません。逆にそれぞれの団体が個々に開催しているイベントが多く
て参加しきれていないのかもしれません。一人では難しくても、みんなで知恵を出し合い、手を
携え合い、力を発揮できる、楽しい場があればいいなと思ったことはありませんか。
「777（スリーセブン）プロジェクト」で市民活動人口を増やそう
今から 48 年前、芦屋市役所、教会、芦屋川などの様々な場所が、ウルトラセ
ブンの撮影場所に使われました。また阪神・淡路大震災後、芦屋のまちのあち
らこちらで見かける「子ども 110 番」のポスターには、ウルトラセブンの兄
弟のウルトラマンが使われています。
なお、芦屋市は平成 29 年に市政 77 周年を迎えます。
そこで、芦屋市とゆかりの深いウルトラセブンとウルトラ兄弟の力を借りて、
市民の皆様と楽しみ、考えながら、笑顔を次世代へつなげる、
「777 プロジェ
クト実行委員会」を立ち上げることとなりました。
(次頁へ)

(前頁 続き)

777（スリーセブン）プロジェクト（案）
★ウルトラヒーローと怪獣に出会うスタンプラリー
★親子でペットボトルを利用して作るウルトラセブン
★懐かしのウルトラヒーロー映画上映会・・・等々
（平成 29 年 8 月 27 日（日）開催予定）
まだまだ未完成で、模索中。たくさんの知恵と知識と力が必要です。団体の皆様、市民の皆様、
一緒に企画から取り組んでみませんか？よし！やってみたい!!と思われる方はリードあしやま
で、メール、ファックス、電話、直接お越しいただいての問い合わせ、いずれの方法でも OK！
ご連絡お待ちしています。（橋野）

リードあしや自主講座企画応援プログラムの講座
「大人のための絵本の世界」主催：NPO 法人「絵本で子育て」センター
絵本の楽しさや、生の言葉を交わす幸せを味わえます。
1 月 12 日は「電子メディア時代の絵本の力」
1 月 21 日は「ことばの力大人同士のことばのコミュニケーション」がテーマです。
日 時 平成 29 年 1 月 12 日（木）、1 月 21 日（土）いずれも 10：00～11：30
会 場 リードあしや 会議室
参加費 1 回 500 円
定 員 30 名
託 児 あり（2 歳から就学前まで）事前予約要。（1 人 1 回 300 円）
申込＆問合せ
参加希望回、お名前、電話番号、メールアドレス、託児ご希望の有無（名前と年齢）を明記
の上、メールもしくはファックスで下記主催団体までお送りください。
NPO 法人「絵本で子育て」センター 担当：熊懐（くまだき）さん
（Mail apoptosis@ares.eonet.ne.jp Fax 0797－35－0907）

リードあしや
第28回あしや秋まつり

活動報告

ボランティアコーディネーション（10 月９日）

「気持ちのよい、きれいな、ゴミのないまつりを楽しむ」ことを目的に、秋ま
つり会場内のゴミ受付や駐輪場の整理を行いました。直接ゴミを持ってきた来
場者に、協賛品やポケットティッシュをプレゼントして、ゴミの分別に関心を
持ってもらえるよう工夫しました。
ボ ラ ン テ ィ ア個人 4 名・サニーカフェ 5 名・尼崎信用金庫 3 名・甲南高校 5 名
協

賛INAC 神戸レオネッサ・サーティワンアイスクリーム・生活協同組合コープこうべ第 2 地区
活動本部・ダイエーグルメシティ芦屋浜店・マクドナルド JR 芦屋店（敬称略・50 音順）

NPO・ボランティアグループのための伝わる表現講座（10 月８日、22 日）
【なるほど！伝わるチラシの作り方】講師：（特活）市民事務局かわにし
「チラシ作成に自信がついた！」
「端をそろえるだけですっき
り見やすくなるでしょう」入
江さんは実際のチラシやポス
ターを事例としてたくさん紹
介しながら、なぜ目を引くのか、わかりやす
いのかを解説。なるほど、と大きく参加者が
うなずきます。

文章羅列の文字だらけのチラシがどのように
改善されたかのビフォーアフターには歓声が
上がりました。そして参加者の持参したチラ
シを１つずつチェック。２時間はあっという
間でした。いろんな事例が見られてよかった、
分かりやすかったと好評でした。
（参加者９名）

【プロに学ぶ！伝わる文章の書き方】講師：神戸新聞社
「目からウロコが」
読者を想定する、見出しを決
める、短く。これが伝わる文
章の鉄則。畑野さんはどうす
れば鉄則に沿って文章を書
くことができるのかを説明、参加者たちは講
師の話を聞き漏らさないよう集中していまし
た。特に好評だったのは、実際の文章添削。

入江陽子さん

畑野士朗さん

畑野さんは事前に参加者から出されていた会
報紙などを添削し、どこをどう直せばよいの
か、コツを端的に解説しました。参加者から
は非常にわかりやすい、思ったより文章が短
くなることに驚いた、と感想が寄せられまし
た。
（参加者 10 名）

少しのヒントでチラシや文章がガラリと変わります。ぜひ来年度も多くの人に参加いただきたい
です。(奈良)

公光分庁舎合同避難訓練（10 月 19 日）
年に１度の避難訓練を、公光分庁舎全館で実施しました。当日センター利用の方にもご協力いただ
き、１階給湯室から出火を想定し訓練を行いました。初期消火の方法や負傷者が出た時の避難など
改善点も見つかり、いざという時のために今後も継続的に実施していきたいと思います。（出口）

はじめてみよう

初心者のためのボランティア講座（11 月５日）

スタッフが講師を務めるこの講座、５月に引き続き今年度２回目で
す。ボランティアの意味、なぜボランティアなのか、
「有償ボランティ
ア」や「ボランティアポイント制度」がなぜ問題なのか、ボランティ
アを続けるコツや気を付けるポイントを重点的に説明しました。ボラ
ンティアについてよくわかった、受け入れる自信がついたとのこと。
メモを取りながら真剣に耳を傾けていました。
センターでは、その方の関心や条件などにできるだけ合わせた活動を紹介します。講座以外の機
会でも気軽にご相談ください。（参加者２名）（奈良）

リードあしやからのお知らせ
リードあしや休館日のお知らせ
12 月 28 日（水）～1 月 4 日（水）まで休館です。
1月

５日（木）より通常開館いたします。

交流スペース

1 月以降の展示予定

1月

5 日～2 月

6日

2月

６日～2 月 20 日

芦屋観光協会による音楽祭 PR
増田淑子さんの折り紙作品

交流スペースでは団体や個人の活動を紹介しています。
オリジナルグッズの販売もできます。ご利用については窓口でお尋ねください。

ボランティアボード
ボランティア情報を掲載した掲示板を交流スペースに設置しています。
ホームページの「お知らせ」欄にもボランティア情報を掲載しています。
ともにご活用ください。

輪転印刷機が新しくなりました。
昨年のコピー機に続き、輪転印刷機も新しくなりました。
以前の機械よりも画質が良く、小さな文字や細線もハッキリと見やすく、
写真なども鮮やかに再現できるようになりました。
使用方法について基本的なことは変わりませんが、
① 電源スイッチが操作パネル右横にあります。
② 給紙台の紙を自動で揃えるようになりました。
③ 排紙台も給紙台の用紙設定に合わせ、自動でセットされるようになりました。
④ 製版原稿の読み取りをガラス面だけでなく、上部のフィーダーからも
できるようになりました。
その他新しい機能が増えています。ご利用前は受付にお声がけください。（出口）

ホームページをリニュアルしました。
会議室の予約・空き情報
リードあしや登録団体情報
ボランティア募集情報 etc.
随時更新し、最新の情報を発信しています。
http://ashiyanpo.jp/
芦屋市立あしや市民活動センター

リードあしや
□利用の案内
・利用時間: 午前９時～午後 5 時(月曜日～土曜日)
・休 館 日: 日曜日・祝日（国民の休日）
・年末年始
□アクセス
・阪神「芦屋駅」から
徒歩約 5 分
・J R「芦屋駅」から
徒歩約 10 分
・阪急「芦屋川駅」から
徒歩約 10 分

編集後記
●10 月から 11 月にかけて、様々な講座を主催して
きました。受講いただいた皆様、お役に立てたでしょ
うか？是非、「その後」をお聞かせください。たくさ
んの方に、当日の内容や様子をお伝えできれば…と、
毎号、紙面にて紹介しています。興味を持たれた方、
是非次の実施時のお申込み、お待ちしています。
●今年もたくさんのご利用ありがとうございました。
来年も皆様の笑顔にお会いできることを楽しみにし
ております。（境田）

