
　
　　　　　　　　　ＫＳＫＳ・アルシェ＆エクラの歩み（年月表）

年 月 ＫＳＫＳ・アルシェ　（独自事業） エ　ク　ラ 　　（会館自主事業） エ　ク　ラ 　　（市民参画型事業） 受託事業　　　 小野市行政　その他

(2001) 9

H13年度 10 市民ｻｰﾋﾞｽ課　市民活動連絡調整会議の設置構想

11

12

(2002) 1

2

3

H14年度 4

5

6

7

8 第25回　小野まつり　進化

9 企画課　シビックゾーン検討委員会　設置

10

11 建築設計業者　決定のためのコンペ　実施

12 市長　市議会で指定管理者について言及

(2003) 1 第１号職員予定者　採用 市長選挙　蓬萊市政２期目に

2

3 先進地視察　（新潟県上越市）

H15年度 設立準備委員会発足 市議会議員選挙

準備事務局を中央公民館２階に設置

先進地視察　（神戸市）

パソコン学習会　（８月まで計11回）

6

設立総会 工事業者　入札

先進地視察（舞鶴・吹田・神戸の各市）

8 ＮＰＯ法人格 認証申請 第26回　小野まつり　飛翔

9

10 起工式

11 先進地視察　（川西市）

ＮＰＯ法人格 認証 及び 登記

先進地視察　（明石市）

(2004) 工事現場仮囲い壁画ﾍﾟｲﾝﾄ(市内中高５校参加) コミュニティーバス　運行開始

設立記念例会

先進地視察　（宝塚市） 白雲谷温泉 ゆぴか　オープン

講演「私たちの使命とは」

ＮＰＯ相談　開始

弦楽四重奏・ﾃｰﾌﾞﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ

H16年度 第２次職員採用 小野市国際交流協会・おの恋おどり 事務局受託

業務拡大で事務局を中央公民館４階へ移転

広報誌「アルシェレター」　創刊 小野市男女共同参画センター事業　一部受託

先進地視察　（神戸市）

まちづくり(WS)&ﾊｰﾓﾆｶ演奏

5 ｸﾗｼｯｸｷﾞﾀｰ演奏&腹話術 日本語教室（国際）

通常総会 国際交流のつどいⅠ講演会（国際）

先進地視察　（神戸市） 外国人とのふれあい会（国際）

エクラ指定管理者として正式契約

フルート　デュオ 姉妹都市親善訪問団受入（国際） 小野市議会　エクラに関する設管条例可決

8 第27回　小野まつり　未来

9 講演 （託児委員会担当） 貸館業務　予約受付　開始 きすみのビオトープワークショップ (1) 小野市議会議員研修会　「支援ｾﾝﾀｰについて」

第３次職員採用

ｶﾞｰﾃﾞﾆﾝｸﾞ委員会 活動紹介

エクラ竣工により指定管理者として入居 フロントスタッフ講習会 きすみのビオトープワークショップ (2) 竣　工　（外構工事は継続）

広報誌「アルシェレター」第２号　発刊 日本語教室研修旅行（国際）

マジックショー 小野ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ ｸﾘｽﾏｽｲﾍﾞﾝﾄ ｱｰﾃｨｽﾄ派遣

つどいⅡ講演会（国際）

姉妹都市絵画交換展（国際） 内閣府より「地域再生計画」の認定を受ける

(2005) 第４次職員採用

新年例会「アンデスの音楽」 日本語教室（国際）

館内ガイドボランティア研修会

講話「後藤副理事長」

車椅子・アイマスク体験研修会 グランドオープン (3/20) ピアノマラソン きすみのビオトープワークショップ (3） 市制５０周年 及び グランドオープン　記念式典
消防避難誘導訓練（開館準備の一環として職員向け） ひとはく in エクラ (ﾐｭｰｼﾞｱﾑ) 市制50周年記念姉妹都市公式訪問団受入（国際）

エクラ開設記念　有識者会議

「ＮＰＯと行政の協働によるまちづくり」
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　　　　　　　　　ＫＳＫＳ・アルシェ＆エクラの歩み（年月表）

年 月 ＫＳＫＳ・アルシェ　（独自事業） エ　ク　ラ 　　（会館自主事業） エ　ク　ラ 　　（市民参画型事業） 受託事業　　　 小野市行政　その他
H17年度 レコード鑑賞会 服部克久 with 東京ﾎﾟｯﾌﾟｽｵｰｹｽﾄﾗ 小野市男女共同参画センター事業　全面受託

上方演芸会 （ＮＨＫ公開録音） 小野まつり事務局　全面受託

梯剛之 ピアノリサイタル vol.1

通常総会 演劇 「少年Ｈ」 日本語教室（国際）

広報誌「アルシェレター」第３号　発刊 Hello! Jazz 2005 ～ﾆｭｰﾖｰｸの風とともに～ つどいⅠ講演会（国際）

職員研修会 池村佳子 チェロリサイタル 男女共同参画推進ﾌｫｰﾗﾑ 「住田裕子」

心肺蘇生法講習 オペレーター養成講座

映画 「隠し剣鬼の爪」

体と心で語り合おう(ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ) みんぱく in エクラ （ﾐｭｰｼﾞｱﾑ） フロントスタッフ養成講座

はじめての絵手紙講座 2回 （男女）

手作り仕掛け絵本をつくろう 来館者 １０万人突破 セレモニー 第28回　小野まつり　迎心

バンドフェスタ in エクラ

ＮＰＯ大学　「参画と協働のまち育て」 エクラ・ギャラリー開始　〔H17年度12回〕 文章表現力ｽｷﾙｱｯﾌﾟ講座 2回 （男女）

こんなまちにしたい①(ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ) 姉妹都市絵画交換展（国際）

ＡＥＤ講習会　（職員・ボランティア） 日野皓正クィンテット JAZZ LIVE 2005 国際料理教室　インド料理（国際）

消防避難誘導訓練　（職員・ボランティア）

市民活動団体育成出前講座　開始

広報誌「アルシェレター」第４号　発刊

こんなまちにしたい②(ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ)

こんなまちにしたい③(ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ) おとこの自分さがし 3回 （男女）
つどいⅡ演奏会～イタリアの薫りをあなたに～（国際）

ＮＰＯ大学　「防災と市民活動について」 クリスマスコンサート ハートフルサロン・ステージ開始　〔H17年度7回〕 外国人とのふれあい会（国際）

子育て支援事業 (ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ)

巡視職員研修　（自動火災報知器）

ｸﾘｽﾏｽ例会(ﾜｲﾝ講座)

(2006) 広報誌「アルシェレター」第５号　発刊 シューベルティアーデ おの (1) ～吹奏楽～ school楽演祭 自分らしく働きたい -起業というｶﾀﾁ- 2回 （男女）

新年例会「お琴とともに」 姉妹都市絵画交換作品展（国際）

ＮＰＯ大学　「児童英語教育について」 ﾌﾗﾒﾝｺ 「アンダルシア～情熱の瞬間～」

託児サポーター養成講座 （３回）

子育て支援事業 (YOGA ３回)

先進地視察　（宝塚市）

講演「自転車世界一周」

先進地視察　（金沢市） ふるさと小野 「音楽絵巻」　（講談と音楽） 今、子どもたちと向き合うには・・・ 3回 （男女）

身近なロック、音楽の不思議

H18年度 広報誌「アルシェレター」特別号　発刊 梯剛之 ピアノリサイタル vol.2 エクラ・ギャラリー　〔H18年度22回〕

健康入浴剤つくり(ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ) ハートフルサロン・ステージ　〔H18年度18回〕

通常総会 ガルコンサート 日本語教室（国際）

託児サポーター養成講座 （３回）

みんなで歌おう

避難誘導訓練（職員･ボランティア） 男女共同参画推進ﾌｫｰﾗﾑ 「辻イト子」

資質の向上(ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ) 国際料理教室　アメリカンバーベキュー（国際）

広報誌「アルシェレター」第６号　発刊 ガルコンサート ピアノマラソン Ⅱ コミュニケーション講座 2回 （男女）

ゆかた着付け（子育て支援事業） おもしろ化石博 in エクラ (ﾐｭｰｼﾞｱﾑ) エクラ ハートフル パーティー （男女）

I･D･O 例会(ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ&ｹﾞｰﾑ) ｺﾞｽﾍﾟﾙ･ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ&ﾌｧﾐﾘｰｺﾝｻｰﾄ つどいⅠ講演会3回（国際）

中高生の託児ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成講座（３日間） 渡辺貞夫 JAZZ LIVE 第29回　小野まつり　輝心

花と緑のおもてなしフォーラム（県民局）

働くあなたの自己表現ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ講座 3回 （男女）

子育て支援事業　講演会 シューベルティアーデ おの (2)

4消防署合同避難誘導訓練（職員･ボランティア）

手打ちそばと観月の夕べ(WS)

広報誌「アルシェレター」第７号　発刊 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ 「おれたちは天使じゃない」 これからはじめる介護講座 3回 （男女）

講演「知っておきたい家計の知恵」 オータムフェスティバル

子育て支援事業（ﾄｰﾙﾍﾟｲﾝﾄ） タンゴ エモーション バンドフェスタ in エクラ Ⅱ

みんなで楽しく飾ろう(ｶﾞｰﾃﾞﾆﾝｸﾞWS)

不登校 -その理解のために- (ﾛｰﾀﾘｰ･医師会共催) ｸﾘｽﾏｽﾃﾞｨﾅｰｼｮｰ 「クラリネットファンタジー」 つどいⅡ外国人とのふれあい会（国際）

ｸﾘｽﾏｽ例会(ﾃﾞｨﾅｰｼｮｰ) ガルコンサート 「クリスマスコンサート」 日本語教室研修旅行　京都（国際）

(2007) 北播磨自然指導員育成講座（'08/3まで計11回） ～吹奏楽～ school楽演祭 Ⅱ 再就職応援講座 2回 （男女） 市長選挙　蓬萊市政3期目に

広報誌「アルシェレター」第８号　発刊 姉妹都市絵画交換作品展（国際）

新年例会（餅つき・川柳）

子育て支援事業 (YOGA ３回)

国際交流(日本語ｽﾋﾟｰﾁ･ﾀﾞﾝｽ･報告)

こころ ぽかぽかコンサート（子育て支援） 淡路人形芝居 来館者 50万人突破 セレモニー 男の生き方セミナー 3回 （男女）

エクラ・ミュージック school ひとはく in エクラ (ﾐｭｰｼﾞｱﾑ) つどいⅡ演奏会～イタリアの薫りをあなたに～（国際）

ﾁｰﾑ裏方(ﾊﾞｯｸｽﾃｰｼﾞﾂｱｰ･ｶﾗｵｹ) ちるみゅー in エクラ (ﾐｭｰｼﾞｱﾑ) 姉妹都市親善訪問使節団派遣（国際）
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　　　　　　　　　ＫＳＫＳ・アルシェ＆エクラの歩み（年月表）

年 月 ＫＳＫＳ・アルシェ　（独自事業） エ　ク　ラ 　　（会館自主事業） エ　ク　ラ 　　（市民参画型事業） 受託事業　　　 小野市行政　その他

H19年度 研修「いまどきの子どもを考える」 梯剛之 ピアノリサイタル vol.3 エクラ・ギャラリー　〔H19年度21回〕 はじめての絵手紙講座 2回 （男女共同参画） 市議会議員選挙

ハートフルサロン・ステージ　〔H19年度20回〕 日本語教室（国際）

広報誌「アルシェレター」第９号　発刊 ペギー葉山 テレマンと愛を歌う 父子チャレンジ講座 （男女）

避難誘導訓練（職員、ボランティア）

通常総会 ピアノマラソン Ⅲ 講演会 「小崎恭弘」 （男女）

託児サポーター養成講座 （３回）

研修「ええがいや！小野加東」（JCの事業に合流）

街角コンサートin龍昇ﾄﾞｰﾑ(ｼｭｰﾍﾞﾙﾃｨｱｰデ) ガルコンサート 女性と子どものための護身術講座 2回 （男女）

第1回運営協議会開催（2ヶ月に1度） つどいⅠ講演　3回（国際）

中高生の託児ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成講座（３日間）

交流「遍照院で涼しげな音楽を」 宇宙博 in エクラ (ﾐｭｰｼﾞｱﾑ)

ガルコンサート 第30回　小野まつり　羅心

姉妹都市親善訪問団写真・絵画展（国際）

夏休みこども交流会（国際）

こころぽかぽか講演会（子育て支援） シューベルティアーデおの (3)

広報誌「アルシェレター」第10号　発刊

研修「知る必要 NEED TO KNOW」

避難誘導訓練（特に地震対策：職員、ボランティア） ｵﾍﾟﾗ 「注文の多い料理店」 誰にでもできる編集講座 4回 （男女）

研修「コーヒー通になって・・・」 全国ﾊｰﾌﾞｻﾐｯﾄ小野大会　ﾌﾟﾚｰｲﾍﾞﾝﾄ & ﾌｫｰﾗﾑ

国際モンゴル料理教室（国際）

ＮＰＯと行政の協働会議　出前出張会議 小曽根真 ピアノリサイタル 幸せになるための女性法律講座

研修（子育て支援） 日本語教室研修旅行（国際）

子育て支援事業（フラワーアレンジメント） クリスマス ディナーショー エクラ ハートフル パーティー （男女）

交流（例会） ガルコンサート 「クリスマスコンサート」 つどいⅡ　フットサルともちつき（国際）

つどいⅢ　ビデオ鑑賞会（国際）

こころぽかぽかコンサート（子育て支援）

(2008) 交流（国際交流）

広報誌「アルシェレター」第11号　発刊 高石ともや 「おやじの青春コンサート」 男の生き方セミナー 3回 （男女）

研修（ｶﾞｰﾃﾞﾆﾝｸﾞ） 特別な休暇制度 普及促進事業 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

アルシェ・フェスタ in　エクラ ふるさと小野 「音楽絵巻」　（講談と音楽） ～吹奏楽～ school楽演祭 Ⅲ

エクラ・ミュージック school  

研修(あい・きゅーびっく）

H20年度 研修「楽しい話し方講座」 絵本博 in エクラ（ミュージアム） エクラ・ギャラリー　〔H20年度22回〕

ふれあい広場（わくわくガイド） ハートフルサロン・ステージ　〔H20年度16回〕

赤松林太郎　ピアノリサイタル“ひとりでオーケストラ”

北播磨自然観察サポーターチーム観察会 ガルコンサート「モーニングコンサート」

研修「デジタルカメラで写真を撮ろう」

通常総会 世界民族音楽　大地の讃歌（アンデス音楽） ピアノマラソンⅣ 講演会「市場恵子･尚文」（男女）

託児サポーター養成講座 （３回）

避難誘導訓練（職員） 玩具博 in エクラ（ミュージアム） HAPPYセミナー（男女）

広報誌「アルシェレター」第12号　発刊 父子講座（男女）

北播磨自然観察サポーターチーム観察会 つどいⅠ講演　3回（国際）

TEAM裏方資格制度スタート 姉妹都市親善訪問団受入（国際）

手打ちうどん体験（WS）

8 中高生の託児ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成講座（３日間） ガルコンサート「夏の夜コンサート」 第31回　小野まつり　童夢

9 研修「色～その不思議なせかい～」 及川浩治トリオ“Bee” 男の生き方セミナー 4回 （男女）

NPO会計講座 ミュージカル火の鳥 国際料理教室（国際）
研修「ひとりひとりが元気になれるファシリテーションの基礎を学ぶ」

北播磨自然観察サポーターチーム環境学習サポート 鈴木重子リサイタル バンドフェスタ in エクラ Ⅳ 女性の法律講座　3回（男女）

子育て支援事業（メイクアップ） 北播磨ステーション（県民局）

広報誌「アルシェレター」第13号　発刊

「企業と指定管理者制度」の研修と秋の紅葉

交流「ガルコンサート出演者を囲んで」 クリスマスディナーショー エクラ ハートフル パーティー （男女）

ガルコンサート 「クリスマスコンサート」

(2009) 1 研修「現代生活に活かすふろしき」 シューベルティアーデ小野（5） ～吹奏楽～school楽演祭Ⅳ

子育て支援事業（フラダンス） 古典芸能　大蔵流　狂言 来館者 １００万人突破 セレモニー 再就職不安解消セミナー（メンタル編）　3回（男女）

例会「大型紙芝居をつくろう」

広報誌「アルシェレター」第14号　発刊 市民参画型事業　エクラこどもサロン 再就職不安解消セミナー（実用編）　2回（男女）

防犯訓練 NPO作業所見学ツアー

エクラ・ミュージック school

例会「音楽を通じての仲間づくり・まちづくり」
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　　　　　　　　　ＫＳＫＳ・アルシェ＆エクラの歩み（年月表）

年 月 ＫＳＫＳ・アルシェ　（独自事業） エ　ク　ラ 　　（会館自主事業） エ　ク　ラ 　　（市民参画型事業） 受託事業　　　 小野市行政　その他

H21年度 4 アルシェ・ミーティング「親として大人として子どもとどう関わるか」 梯剛之ピアノリサイタル エクラ・ギャラリー　〔H21年度24回〕

おりがみ＆ペーパークラフトであそぼうinエクラ ハートフルサロンステージ　〔H21年度14回〕 日本語教室（国際）

北播磨自然観察サポーターチーム観察会 ガルコンサート 「モーニングコンサート」

接遇研修（職員） MALTAジャズライブ 開設5周年記念講演会「広岡守穂」  （男女）

通常総会     ・ 避難誘導訓練（職員） 父子講座（男女）

中高生の託児ボランティア養成講座（３日間） 姉妹都市訪問団写真展（国際）

北播磨自然観察サポーターチーム環境学習サポート

託児サポーター養成講座 （３回）

アルシェ・ミーティング「題名のない音楽会」

こころぽかぽか講演会（子育て支援） 赤松林太郎　ピアノリサイタル ピアノマラソンV ココロいきいきトレーニング　・父子講座（男女）

新体制「第1回評議委員会」開催 つどいⅠ講演 3回　（国際）

10の代託児ボランティア養成講座（２日間） ガルコンサート「夏の夜コンサート」 第32回　小野まつり　洸夢

NPO大学「SWOT分析、BSC手法について」

メイク・アップ講座（子育て支援）

広報誌「アルシェレター」第15号　発刊 科学体験ひろば～めざせ！エネルギー博士～ 兵庫県団体連絡協議会総会（国際）

北播磨ＦｕｎＦａｎカーニバル(エネ博同時開催） ロビーコンサート 生涯いきいきセミナー（男女）

ＮＰＯモデリング事業

接遇研修（職員） ジョディと子鹿のフラッグと「人形劇団むすび座」 あそびの伝承者講座（3回） 子育て交流ひろば（NPOと行政の子育て支援）

こころぽかぽかデイキャンプ（子育て支援）

交流「三木～街道ぶらり～ウォークラリー」

正職員研修 オルゴールの調べ「ﾎｰﾙｵﾌﾞﾎｰﾙｽﾞ六甲ｉｎエクラ」 バンドフェスタ in エクラV 日本語教室研修旅行・料理教室（国際）

北播磨自然観察サポーターチーム環境学習サポート エクラ浪曲大会 女性のための法律講座　2回（男女）

NPO会計講座～入門編～ クリスマスディナーショー つどいⅡ外国人とのふれあい会　（国際）

ガルコンサート「クリスマスコンサート」 エクラ ハートフル パーティー （男女）

(2010) NPO労務講座　，理事長講話（職員、ボランティア） シューベルティアーデ小野（5） ～吹奏楽～school楽演祭V 再就職チャレンジ講座　3回（男女）

コミュニケーションスキルアップ講座（３回） 小児医療をいっしょに考えるフォーラム

NPO会計講座～決算編～ ， 避難訓練コンサート

アルシェ・ミーティング「大地の恵み‘土’に親しむ」

運営協議会事業　　，　エクラ・ミュージック school 円広志コンサート つどいⅢ講演（国際）

講座「これからの広報と情報発信」 上方演芸会「NHK公開録音」 小規模作業所スキルアップセミナー

広報誌「アルシェレター」第16号　発刊

H22年度 アルシェ・フェスタ inエクラ エクラ・ギャラリー　（H22年度23回〕

北播磨自然観察サポーターチーム観察会 ハートフルサロン・ステージ　〔H22年度17回〕
あそびのワークショップ（ＮＰＯと行政の子育て支援）

子育て応援！講演会（ＮＰＯと行政の子育て支援）

日本語教室（国際）　

DV研修（職員、ボランティア） 教養講座（男女） 第19回全国ハーブサミット小野大会

北播磨自然観察サポーターチーム観察会

通常総会　，　避難誘導・防犯訓練（職員） ガルコンサート「アカペラ・モーニングコンサート」 講演会「汐見稔幸」（男女）　教養講座（男女）

託児サポーター養成講座 （４回） ふれあいキッズ小運動会(国際）

北播磨自然観察サポーターチーム環境学習サポート

アルシェ・ミーティング　落語鑑賞「笑う門には福来る」

北播磨自然観察サポーターチーム観察会 ロビーコンサート ピアノマラソンⅥ 女性講座3回（男女）　女性のためのチャレンジ相談4回（男女）

姉妹都市親善訪問団受入（国際）　つどいⅠ講演　２回（国際）

こころぽかぽかコンサート（子育て支援） しろくまくんどこへ？｢人形劇団クラルテ｣ 第33回　小野まつり　禮夢

北播磨自然観察サポーターチーム研修サポート 佐渡裕とスーパーキッズ・オーケストラ2010

東儀秀樹×古澤巌　全国ツアー2010 男性講座4回（男女），日本語教室研修旅行（国際）

9 広報誌「アルシェレター」第17号　発刊 あそびの伝承者・実技講座（4回） アカペラフェスティバル inエクラ 食育講座（ＮＰＯと行政の子育て支援）
北播磨自然観察サポーターチーム観察会（貴石探し） ダイアル　ア　ゴースト「劇団うりんこ」 バンドフェスタ in エクラⅥ 親子でリズム遊び（ＮＰＯと行政の子育て支援）

アルシェ・ミーティング「知ろう！北播磨　小野編」 女性のための法律講座（男女）再就職チャレンジ講座　3回（男女）

こころぽかぽか講演会（子育て支援） おやこで楽しむクラシックコンサート（キッズ） 来館者 150万人突破 セレモニー 小児医療をいっしょに考えるフォーラム（ＮＰＯと行政の子育て支援）

ＮＰＯ会計基準勉強会 ハートフル パーティー・ 再就職チャレンジ講座　3回（男女）

北播磨自然観察サポーターチーム環境学習サポート つどいⅡ外国人とのふれあい会（国際）

北播磨自然観察サポーターチーム観察会 歌舞伎ルネサンス公演「応挙の幽霊」

おやこでクリスマス飾りをつくろう（キッズ）

ガルコンサート「クリスマスコンサート」 クリスマス会（ＮＰＯと行政の子育て支援）

姉妹都市絵画交換展（国際）

(2011) 北播磨自然観察サポーターチーム観察会 シューベルティアーデ小野（6） ～吹奏楽～school楽演祭Ⅵ 市長選挙　蓬萊市政4期目に

赤松林太郎　ピアノ公開レッスン
避難誘導訓練（職員）　　，　　エクラｄｅ雪あそび おりがみであそぼ（キッズ） 小規模作業所パワーアップセミナー
アルシェ・ミーティング｢ハーティ粘土で作るデコレーションマグネットとストラップ｣ 鼓動　ワークショップ 就活基礎セミナー（3回）

北播磨自然観察サポーターチーム環境学習サポート 忍者からくり屋敷inエクラ（キッズ）

広報誌「アルシェレター」第18号　発刊 赤松林太郎　ピアノリサイタル

エクラ・ミュージック school 絵本の時間（ＮＰＯと行政の子育て支援）

姉妹都市親善訪問使節団派遣（国際）

パパといっしょにお外で遊ぼうDAY　・うたのお姉さんと
いっしょに遊ぼう（ＮＰＯと行政の子育て支援）

3

太鼓でつながる和話輪
（子どもの遊び場・若者居場所づくり活動支援）

10

11

12

北播磨よさこいチーム大集合
（子どもの遊び場・若者居場所づくり活動支援）

1

2

子育てママ・パパのおしゃべりルーム
（H22年度108回）（ＮＰＯと行政の子育て支援）
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　　　　　　　　　ＫＳＫＳ・アルシェ＆エクラの歩み（年月表）

年 月 ＫＳＫＳ・アルシェ　（独自事業） エ　ク　ラ 　　（会館自主事業） エ　ク　ラ 　　（市民参画型事業） 受託事業　　　 小野市行政　その他

H23年度 北播磨自然観察サポーターチーム観察会 エクラ・ギャラリー　〔H23年度 28回〕 市議会議員選挙

ハートフルサロン・ステージ　〔H23年度 24回〕

北播磨自然観察サポーターチーム観察会 ふるさと小野音楽絵巻Ⅲ｢一柳満喜子伝｣ つどいⅠ講演会　3回（国際）

エクラ・ミュージック school（アカペラコース）12回 日本語教室・日本語教室ボランティア講師研修会（国際）

緑のカーテン大作戦（キッズ） おの恋講習会〔H23年度7回〕（まつり）

通常総会 ガルコンサート「ハーモニカによるモーニングコンサート」

北播磨自然観察サポーターチーム環境学習サポート ｢むかし遊び｣（キッズ） 講演会「上村茂仁（デートＤＶと恋愛）」 （男女）

託児サポーター養成講座3回 (子育て支援） 第19回姉妹都市派遣報告写真パネル展（国際）

個別相談　〔H23年度 10回〕　（若者就業支援）

アルシェ･ミーティング「手品と南京玉すだれ」

北播磨自然観察サポーターチーム観察会 鉄道模型展inエクラ～ちいさな世界～ ピアノマラソンⅦ リトミック ＤＥ リズム運動（ＮＰＯと行政の子育て支援）

市民救命士養成講習会・消防訓練（職員） 神戸電鉄ミニトレイン

子育て支援グループ　駅伝トーク 東日本大震災チャリティーコンサート

アンディー先生のマジックショー（キッズ）

8 北播磨自然観察サポーターチーム観察会 第34回　小野まつり　奏夢

北播磨自然観察サポーターチーム座学 鼓童ワン・アース・ツアー2011 啓発セミナー3回・恋愛マナー講座〔男性限定2回・女性限定2回（男女）

こどものための国際交流～ふれあいキッズそうめん流し（国際）

女性チャレンジ相談2回（男女）

広報誌「アルシェレター」第19号　発刊 ひょうご邦楽の祭典 アカペラフェスティバル inエクラⅡ

アルシェ･ミーティング「知ろう!北播磨加東編」 ティータイム　ロビーコンサート バンドフェスタ in エクラⅦ 日本語教室研修旅行（国際）

北播磨女性市長議会議員座談会（男女）

子育て学習講座（ＮＰＯと行政の子育て支援）

北播磨自然観察サポーターチーム環境学習サポート ワークショップ　森は生きている「こんにゃく体操」 再就職チャレンジ講座3回（男女）

子育て応援　こころぽかぽかフェスタ 事業PR活動パネル展 小野市内各コミセン（国際）

若者就業セミナー2回　（若者就業支援） 会計個別相談会2回（NPOカフェ）

お父さん応援講座パパの絵本大作戦

森は生きている　｢オペラシアターこんにゃく座｣ エクラ ハートフル パーティー （男女）

ガルコンサート「クリスマスコンサート」 女性フェスティバル（男女）　

つどいⅡ～外国人とのふれあい会～（国際）

クリスマス会（ＮＰＯと行政の子育て支援）

(2012) 北播磨自然観察サポーターチーム観察会 BLACK BOTTOM BRASS BANNDジョイントライブ ～吹奏楽～school楽演Ⅶ 労務講座・はーとつなガルコンサート（NPOカフェ）

北播磨自然観察サポーターチーム環境学習サポート おりがみ劇場（キッズ） 女性講座2回（男女）

消防訓練(職員） 会計基準学習会（NPO等カフェ事業）
アルシェ･ミーティング「ボウリング大会～第1回理事長杯～」 エクラ・ミュージック school（１日フルートわいわいDAY） 再就職チャレンジ講座2回（男女）

日本語教室ボランティア講師研修会（国際）

国際料理　ネパール料理教室（国際）
子育て支援メッセ，雪のプレゼント（ＮＰＯと行政の子育て支援）

エクラ・ミュージック school 春休みPAC子どものためのオーケストラコンサート

広報誌「アルシェレター」第20号　発刊 組み木展inエクラ～手作りの木のおもちゃ～

わくわくおひなさま体験

H24年度 理事会〔H24年度 12 回〕，NPO相談〔H24年度 113回〕 三校展 エクラ・ギャラリー　〔H24年度 24 回〕 「福祉総合支援センター」オープン

行政連絡調整会議　〔H24年度 11回〕 ハートフルサロン・ステージ　〔H24年度 17回〕
運営協議会〔H24年度 6回〕，評議委員会〔H24年度 2回〕 エクラ施設見学（NPOと行政の子育て支援）

託児サポーター養成講座3回 (子育て支援） わくわく人形劇　いっすんぼうし「むすび座」（キッズ） エクラ・ミュージックスクール（アカペラ）12回 おの恋講習会〔H24年度6回〕（まつり）

北播磨自然観察サポーターチーム環境学習サポートエクラくらぶ発表会 啓発セミナー｢コミュニケーション講座｣2回（男女）

北播磨自然観察サポーターチーム観察会 ガルコンサート「アコーディオンによるモーニングコンサート」 日本語教室（国際）

通常総会 なかよし英会話2回（キッズ） 講演会「森田ゆり（子どもたちが安心して暮らせる社会」 （男女）

歯科相談（NPOと行政の子育て支援）

アルシェ･ミーティング「納涼例会　バーベキュー」 いっこく堂スーパーライブ ピアノマラソンⅧ 防災。減災ワークショップin北播磨（男女） 小野市暴力団排除条例　制定

子育て支援　ドーナツトーク（子ども未来ネット） ティータイムコンサート　「昼下がりのオアシス」 エクラdeブラス 女性講座2回（男女） 姉妹都市リンゼイ市より高校生訪問

ミニかご作り（子育て支援） 記録写真でみる東日本大震災（ミュージアム）

消防訓練(職員）
北播磨自然観察サポーターチーム（小川の生き物調査隊）

北播磨自然観察サポーターチーム観察会 吹奏楽サマーステージ 第35回　小野まつり　炫夢

夏休み科学工作教室

スクラップブッキング講座（子育て支援） つくってとばそうスーパー竹とんぼ（キッズ） 来館者 200万人突破 セレモニー 女性のためのチャレンジ相談（男女）
子育て応援 こころぽかぽかフェスタ（子ども未来ネット） ひまわり楽団〔H24年度 8回〕 バンドフェスタ in エクラⅧ 総会（NPOと行政の子育て支援）

広報誌「アルシェレター」第21号　発刊

応急手当講習（職員）
北播磨自然観察サポーターチーム観察会（貴石探し） ティータイムコンサート　「愛のうた　シャンソン」 アカペラフェスティバル inエクラⅢ シニア講座2回（男女） 「小野セレモニーホール　みらい」オープン

AED・救命講習（職員） 親子体操（NPOと行政の子育て支援）

NPOマネジメントスクール北播磨サテライト校 ベビーマッサージ（NPOと行政の子育て支援）

6

7

8 防災講演会「田端八重子（他人事ではない自然災
害！地域の防災・減災を考える」 （男女）

9
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子育てママ・パパのおしゃべりルーム
（H24年度108回）（ＮＰＯと行政の子育て支援）
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子育てママ・パパのおしゃべりルーム
（H23年度105回）（ＮＰＯと行政の子育て支援）
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　　　　　　　　　ＫＳＫＳ・アルシェ＆エクラの歩み（年月表）

年 月 ＫＳＫＳ・アルシェ　（独自事業） エ　ク　ラ 　　（会館自主事業） エ　ク　ラ 　　（市民参画型事業） 受託事業　　　 小野市行政　その他

北播磨自然観察サポーターチーム観察会 夏川りみと京フィルコンサート 再就職チャレンジ講座2回（男女） 樫山駅「ゆうゆうの里かしやま」オープン

ティータイムコンサート　「FORALL　音楽と木」 まちかど子育て相談スキルアップ講座 5回

なかよし英会話2回（キッズ）

北播磨自然観察サポーターチーム観察会 スティールパンをたたいてみよう（キッズ） エクラdeブラスアンサンブル 女性フェスティバル（男女） イオン小野店30周年「イオンおの恋まつり」

北播磨自然観察サポーターチーム環境学習サポート ガルコンサート「クリスマスコンサート」 クリスマス会（ＮＰＯと行政の子育て支援）

米村でんじろうサイエンスショー

(2013) 接遇・ビジネスマナー研修（職員） 大阪音楽大学吹奏楽団コンサート ～吹奏楽～school楽演Ⅷ 出長！ママの働き方相談会（男女）
NPO・ボランティアのための入門＆専門いろは講座 7回 うどんをつくろう！（キッズ）

ティータイムコンサート　「FORALL　音楽と木」
アルシェ･ミーティング「ボウリング大会～第2回理事長杯～」 布でつくった紙芝居「なにぬの屋」（キッズ） 再就職チャレンジ講座2回（男女）

ボランティア体験マッチング事業開始

消防訓練(職員） 吉田兄弟コンサート2013 ハートフル パーティーin小野東洋ゴルフ倶楽部（男女）

広報誌「アルシェレター」第22号　発刊 わくわくおひなさま体験 防災・減災体験セミナーin北播磨（男女）
人形劇団京芸　たのしい人形展、指人形をつくろう（キッズ） 女性チャレンジ相談（男女）

エクラ・ミュージック school 吹奏楽 エクラぐるっと1日おやこであそぼう（（ＮＰＯと行政の子育て支援）

H25年度 理事会　〔H25年度 9 回〕 エクラ・ミュージックスクール～えがおでうたおう～14回（キッズ） エクラ・ギャラリー　〔H25年度  16 回〕 水道の給水開始より50周年

行政連絡調整会議　〔H25年度 10回〕 ハートフルサロン・ステージ　〔H25年度  15回〕 小野市福祉給付制度適正化条例の施行

運営協議会　〔H25年度  6回〕 ひまわり楽団〔H25年度 21 回〕

評議委員会　〔H25年度  1回〕 アカペラで歌おう〔H25年度 18回〕

NPO相談　〔H25年度 114 回〕

会計個別相談会

託児サポーター養成講座3回 (子育て支援） ティータイムコンサート　「アコーディオニストゆうこロマンティックコンサート」 スプリングコンサート（ひまわり楽団） おの恋講習会〔H25年度7回〕（まつり） NHK　ニュースKOBE発「ふるさとキャラバン」　公開生放送

啓発セミナー「コミュニケーション・スキルアップ講座」3回（男女） 「おの恋ホルモン焼きそば」　B-1グランプリ出場

通常総会 ガルコンサート「ピアノデュオ　アフタヌーンメロディ」 ピアノマラソンⅨ 講演会「変わる家族のカタチ」（男女）

AED・救命講習（職員） わくわく人形劇　びんぼう神と福の神　「人形劇団京芸はらぺこ団」

環境学習サポート（北播磨自然観察サポーターチーム）

子育て支援　ドーナツトーク（子ども未来ネット） 高嶋ちさ子＆加羽沢美濃With松本蘭　カジュアルクラシックス エクラdeブラス2013 啓発セミナー「理系女子へのイマドキ大学サポート事情」（男女）

ダンボールでかんたん！子どものいすづくり (子育て支援）

観察会「小川の生き物調査隊」（北播磨自然観察サポーターチーム） チャッピー岡本のカブリモノ変心塾（キッズ）

10代の託児体験講座 (子育て支援） みんな大好きアンパンマン「やなせたかしの世界展」 第36回　小野まつり　瑞兆 姉妹都市提携40周年　リンゼイ市より公式訪問団来市

男女共同参画情報誌「はーと・シップ」№23発行
市民活動活性化事業　想いを届ける方法を学ぼう　7回 啓発セミナー「シニアのためのパワーアップ講座」2回（男女） 小野市民病院　閉院

広報誌「アルシェレター」第23号　発刊
ティータイムコンサート　「榎本てるあき　テノールコンサート」 バンドフェスタ in エクラⅨ 再就職チャレンジ講座「ママの再就職セミナー＆パパと一緒講座」（男女） 北播磨総合医療センター　開業

あそび隊　ハッピーハロウィン（キッズ） 講演会「すぐに使える子どもの可能性を引き出すヒント」（男女） イオンおの恋まつり
「貴石探し」(北播磨自然観察サポーターチーム観察会) 小野市研究発表会

産業フェスティバル・北播磨ビジネスフェア
子育て応援 こころぽかぽかフェスタ（子ども未来ネット） 出張！「女性のための働き方相談会」（男女・県と共催） 市民交流ホール建物工事開始
ハーブを使ったクリスマスリースづくり (子育て支援） 啓発セミナー「自治会女性役員意見交換会」（男女） 女性議会

人と組織を育てるリーダーシップ
環境学習サポート（北播磨自然観察サポーターチーム）

アルシェ10周年記念交流会 ふれあいの祭典　全国和太鼓フェスティバルin兵庫 クリスマススペシャルコンサート 少子化対策「おの恋ハートフルパーティー」（男女） ホテル建物工事開始

消防訓練（職員、女性団体） 手作り楽器で演奏しよう（キッズ） エクラdeブラスアンサンブル2013 女性フェスティバル（男女）

クリスマス会 (子育て支援交流型）

(2014) NPO会計カフェ ガルコンサート「大阪音楽大学吹奏楽団コンサート」 啓発セミナー「テレビのCMウラ・オモテ」（男女）

親子でつくろう！あそぼう！アートな凧（キッズ） 親子で学ぶ防災・減災体験セミナー（男女・県と共催）

ひょうご子育てコミュニティ北播磨・丹波・但馬地域交流会（子育て支援交流型）

職員研修 4回 ～吹奏楽～school楽演祭Ⅸ 就業支援セミナー「パパ＆ママ一緒に考えるハッピーライフプラン」　2回（男女） 市職員研修講師受託
親子で学ぶ防災・減災体験セミナー（男女・県と共催）

男女共同参画情報誌「はーと・シップ」№24発行

広報誌「アルシェレター」第24号　発刊 ティータイムコンサート～2本のチェロが奏でる優しい春のハーモニー～ HAPPYMUSICフェスタ 出前チャレンジ相談（男女・県と共催） 防災センター　完成

エクラ・ミュージック school 吹奏楽

12

1

2

3
小児科医に聞いてみたい子どもの病気うそ・ほん
と　（子育て支援交流型）

8

9

10

私の市民活動を分析講座
（ひょうごボランタリー基金助成事業）6回

親子の絆づくりプログラム第3弾（子育て支援研修

型）　親子で遊ぼう～親が笑えば子どもも笑う～

11 地域づくり活動ネットワーク交流会
（ひょうごボランタリー基金助成事業）4回

4

子育てママ・パパのおしゃべりルーム
（H25年度  126 回）

5

6
親子の絆づくりプログラム第1弾　（子育て支援研修

型）「いい親になるより幸せな親になろう」

7

親子の絆づくりプログラム第2弾　(子育て支援交流

型）ダンボールDEダイナミックあそび

11

12

1

2

3
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　　　　　　　　　ＫＳＫＳ・アルシェ＆エクラの歩み（年月表）

年 月 ＫＳＫＳ・アルシェ　（独自事業） エ　ク　ラ 　　（会館自主事業） エ　ク　ラ 　　（市民参画型事業） 受託事業 小野市行政　その他

H26年度 理事会　〔H26年度 6 回〕 エクラ・ギャラリー　〔H26年度  17 回〕

行政連絡調整会議　〔H26年度  12回〕 ハートフルサロン・ステージ　〔H26年度  19回〕

運営協議会　〔H26年度  5回〕 エクラ・ミュージックスクール　エクラキッズクワイヤ24回（キッズ） ひまわり楽団〔H26年度  29回〕

評議委員会　〔H26年度  1回〕 木曜サロン　（H26年度  38回） アカペラで歌おう〔H26年度  50回〕

NPO相談　〔H26年度   131回〕

託児サポーター養成講座3回 (子育て支援） ティータイムコンサート　「高橋真弓ピアノ弾き語り」 スプリングコンサート 講座「スター・ペアレンティング」3回（男女）
環境学習サポート（北播磨自然観察サポーターチーム） おの恋講習会〔H26年度 7回〕（まつり）

市民交流ホール　オープニングイベント・見学会 ピアノマラソⅩ 講演会「私が学ぶ法律　私が学ぶ政治」（男女） エクラ　市民交流ホール　オープン

ブライダルフェア 啓発セミナー「未来のリケジョ応援講座」（男女）

通常総会

講座「発達障がいについて学ぶ」 (子育て支援）

情報誌「まるごとエクラ」Ｎｏ．1 発行
観察会「小川の生き物調査隊」（北播磨自然観察サポーターチーム） さかなクンのギョギョッとびっくりお魚教室 エクラdeブラス2014 啓発セミナー「親子で学ぼう　性ってなんだろう」（男女）

環境学習サポート（北播磨自然観察サポーターチーム） ママ・パパフェスタ（子育て支援事業）

10代の託児体験講座 (子育て支援） キッズ・ミュージック体験～はじめての打楽器～ 第37回　小野まつり　還源 ホテルルートイン小野　オープン

男女共同参画情報誌「はーと・シップ」№25発行
環境学習サポート（北播磨自然観察サポーターチーム） 発達障がい学習会　子どもの“こころ”と“からだ”の発達 (子育て支援事業） 子どもの写真　撮り方講座(子育て支援事業） 北播磨県民局「ふるさと動画・配信事業」

鳴く虫観察会（北播磨自然観察サポーターチーム）ティータイムコンサート　「ギターDUO　いちむじん」 啓発セミナー「自治会役員女性参画意見交換会」（男女）

みんなの音楽会　はーとつなガルコンサートⅡ

鼓童交流公演in小野

演劇「淑女のロマンス」 バンドフェスタ Ⅹ 就業支援セミナー「オトナ女子力を高めよう」　2回（男女） 産業フェスティバル・北播磨ビジネスフェア

エクラ流　忍者修行（キッズ）

消防訓練 / AED・救命講習（職員）
子育て応援 こころぽかぽかフェスタ（子ども未来ネット） ティータイムコンサート　「赤松林太郎ピアノコンサート」 スクラップブッキング(子育て支援事業） 出前チャレンジ相談（男女・県と共催） 市制60周年ライトアップ（エクラ）
環境学習サポート（北播磨自然観察サポーターチーム） 和太鼓フェスティバル 10周年記念事業　基調講演「自分らしく生きる」（男女）

バンケットフェア(企業・一般）
観察会「野鳥観察の方法を学ぼう」（北播磨自然観察サポーターチーム） ディナーコンサート　「魅惑のアルゼンチンタンゴ」 エクラdeブラスアンサンブル2014 ハートフルパーティー（男女） 市制60周年記念式典・映画祭

クリスマス楽器をつくって演奏しよう！（キッズ） クリスマス　スペシャルコンサートvol.2 小野ハーフマラソン2014

クリスマス会 (子育て支援交流型） イオンおの恋まつり

森脇浩司監督　スペシャルトークショー

マツケンの大繁盛

(2015) NPO講座「想いを引き継ぐ人材育成講座」 市制60周年記念事業　大阪音楽大学吹奏楽団コンサート エクラ雑貨市 啓発セミナー「シニアのための知って得する！こころとからだ健康の秘訣」　2回（男女）

吹奏楽交流会 Kiroroコンサート2015 女性のための働き方セミナー（男女・県と共催）

ブライダル相談会＆ドレス試着体験会 ガル・コンサート 「オカリナデュオ　揺-YURA-　コンサート」　　 ～吹奏楽～school楽演祭Ⅹ 就業支援セミナー「共働き夫婦のライフ＆マネー」　2回（男女） 市長選挙　蓬萊市政5期目に
「講座」NPO・市民活動団体のための助成金申請をせいこうさせるためには エクラdeバレンタインチョコ作り（キッズ） 男女共同参画情報誌「はーと・シップ」№26発行
「講座」NPO法人のための基礎からはじめる事業年度終了後の実務

焼酎フェア

NPO×企業　交流会in北播磨
環境学習サポート（北播磨自然観察サポーターチーム）

エクラミュージックサミット（市民活動活性化事業）

子育て支援「ドーナツ◎トーク」（子ども未来ネット）
観察会「野鳥観察の方法を学ぼう」（北播磨自然観察サポーターチーム） あそびからつかもう子どもの心(子育て支援事業） HAPPY MUSICフェスタvol.2 出前チャレンジ相談（男女・県と共催）

消防訓練（職員） TSUKEMEN　LIVE2015

～オシャレに見せる～ディスプレイ装飾講座 エクラ・ミュージック school 

情報誌「まるごとエクラ」Ｎｏ．2 発行

広報誌「アルシェレター」第25号　発刊
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NPO・市民活動団体のためのスキルアップスクー
ル　（ひょうごボランタリー基金助成事業）
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子育てママ・パパのおしゃべりルーム
（H26年度   120 回）
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　　　　　　　　　ＫＳＫＳ・アルシェ＆エクラの歩み（年月表）

年 月 ＫＳＫＳ・アルシェ　（独自事業） エ　ク　ラ 　　（会館自主事業） エ　ク　ラ 　　（市民参画型事業） 受託事業 小野市行政　その他

H27年度 理事会　〔H27年度  6 回〕 木曜サロン　（H27年度  43回） エクラ・ギャラリー　〔H27年度 19回〕 河合小・河合中　小中一貫教育施行

行政連絡調整会議　〔H27年度  10 回〕 エクラ・ミュージックスクール　エクラキッズクワイヤ 24回（キッズ） ハートフルサロン・ステージ　〔H27年度  14 回〕 市消防本部発足50周年

運営協議会　〔H27年度  5 回〕 ひまわり楽団　〔H27年度 25 回〕

評議委員会　〔H27年度   1回〕 アカペラで歌おう　〔H27年度  50 回〕

NPO相談　〔H27年度   127 回〕 子どものためのすくすくルーム（H27年度  24 回） パパサークル　〔H27年度  11 回〕

わくわくガイド　〔H27年度   5回〕 オペラ「椿姫」　ハイライトコンサート ママ交流会　〔H27年度  6 回〕

北はりまガールズアップフェスタ エクラ開館10周年記念イベント「ありがとう10年＆これからずっと一緒に」 おの恋講習会〔H27年度 7回〕（まつり）

託児サポーター養成講座3回 (子育て支援） ママ・パパフェスタ（子育て支援事業） 啓発セミナー「未来が広がる絵本の見つけ方」（男女）

ダンボールDEダイナミック遊び！ (子育て支援事業） 再就職準備セミナー「自分を知ろう!再就職のためのはじめの一歩」2回（男女）

アンディ先生のふしぎマジックショー（キッズ）

子どもの能力を引き出す!脳トレあそび教室(子育て支援事業）

裏方体験inエクラホール（TEAM裏方） 古澤巌ヴァイオリンコンサート 啓発セミナー「次世代の子どもへ大人ができること」2回（男女）

通常総会 おやこで楽しい英語ヨガ体操（キッズ） 講演会「中高年の危機～更年期を乗り越えるには～」（男女）

消防訓練（職員） よしもとの落語会vol.1 エクライベント企画セミナー10 回（市民活動活性化事業）

起業女性セミナー3回

浴衣着付け体験（子育て支援） ピアノマラソンⅥ 啓発セミナー「スター・ペアレンティング～親を楽しむ小さな魔法～」3回（男女） イオンおの恋まつり

観察会「小川の生き物調査隊」（北播磨自然観察サポーターチーム） エクラdeブラス2015

ビアガーデン3回

段ボールでピザをつくろう（子ども未来ネット）

10代の託児体験講座 (子育て支援） やさしい音色の木工楽器づくり（キッズ） 第38回　小野まつり　機誕

男女共同参画情報誌「はーと・シップ」№27発行

Ｈａｒｍｏｎｙエクラプレミアムコンサート 北はりまガールズアップフェスタ

子どもの才能をのばそう！講演会（子育て支援事業）

NPOスタート講座（中間支援助成事業） ティータイムコンサート　「弦楽四重奏の調べ」 ミュージックサミット2015 土曜マルシェ　5回（平成27年度創業・起業支援事業） 産業フェスティバル・北播磨ビジネスフェア

NPO法人の労務講座（中間支援助成事業） ティータイムコンサート　「赤松林太郎ピアノコンサート」 出張！女性のための働き方セミナー「働くママのマネープラン」（男女） 「全国移住ナビ」総務大臣表彰　受賞

環境学習サポート（北播磨自然観察サポーターチーム） 性ってなんだろう～性とは心が生きること、心を生かすこと～（男女）

こころとからだの元気塾vol.1　3回 ライフ×デザイン　セミナー＆意見交換 5回（男女・県委託）

NPOスキルアップ講座（中間支援助成事業）2回 天使の音色♪ミュージックベル（キッズ） おの和太鼓フェスティバル2015 小野警察署　開署（11/2)

子育て応援 こころぽかぽかフェスタ（子ども未来ネット） コロッケ　芸能35周年記念コンサート

「貴石探し」(北播磨自然観察サポーターチーム観察会) 講演会「DV家庭で育つ子どもたち」（男女）
観察会「野鳥観察の方法を学ぼう」（北播磨自然観察サポーターチーム） あったか肉まんととろーりチョコまん作り（キッズ） みんなで歌おう♪vol.2 ハートフル・パーティー（男女） 小野ハーフマラソン2015

こころとからだの元気塾vol.2　 クリスマス会 (子育て支援事業） クリスマスススペシャルコンサートvol.3 イオンおの恋まつり

エクラdeブラスアンサンブル2015

(2016) 子育て支援「ドーナツトーク　発達障がいってなに？」（子ども未来ネット） ばんばひろふみコンサート エクラ雑貨市 啓発セミナー「今をよりよく生きるために～健康と終活～」　2回（男女） 小野市安全安心センター　開所（1/12) 清掃業務委託

消防訓練（職員） ガルコンサート「大阪音楽大学吹奏楽団コンサート」 エクラ吹奏楽祭 雑貨の街を見る・聞く・回る視察見学ツアー（平成27年度創業・起業支援事業）

あなたのフォトライフを変える　ステップアップセミナー3回 市民サークル発表展 再就職チャレンジ講座「ここが知りたい！再就職のためのあれこれ」　2回（男女）

エクラホール　バックステージツアー（TEAM裏方） 啓発セミナー「男の悩みホットライン相談現場からの報告」（男女）

ちょこっと裏方体験inエクラホール（TEAM裏方） 啓発セミナー「あきらめないで思春期の子どもとの関わり」（男女）

北はりま地域交流会 夢をかなえる起業セミナー3回（平成27年度創業・起業支援事業）

SWEETS BUFFET! 男女共同参画情報誌「はーと・シップ」№28発行

観察会「わくわく野鳥探検隊」（北播磨自然観察サポーターチーム） 子育て応援　プチコンサート（子育て支援事業） HAPPY MUSICフェスタvol.3 出前チャレンジ相談（男女・県と共催）

ディナーコンサート　「きらめきのシャンソン」

エクラ・ミュージック school
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就業支援セミナー「ママのための極上笑顔レッスン＆パ
パのためのホリデー絵本あそび」　2回（男女）

子育てママ・パパのおしゃべりルーム
（H27年度  121 回）
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