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育もう地域のきずなと郷土愛

今月今月の「きずな」「きずな」今月の「きずな」

５月号

☀羽村市市民提案型協働事業、市民活動団体の皆さんと一緒に
　行う協働事業を募集します。
☀企業の社会貢献活動紹介
　「株式会社　羽村金型」を紹介します。

☀団体のひろば
　　市民活動団体の催し物や会員募集情報を掲載しています。

市民活動センターのご案内
名　　　称　 羽村市市民活動センター
所　在　地　 羽村市役所 東庁舎 2階 2 番窓口
開 所 日 時　 月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
 午前 8時 30分～午後 5時 15分
連　絡　先　 地域振興課 市民活動センター係
　 TEL 555-1111　内線 631・632
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羽村市市民提案型協働事業

市民活動団体の皆さんと一緒に行う
協働事業を募集します。
募集事業
　市民活動団体と市が協働して事業を実施
することにより、社会課題や地域課題の解
決につなげることのできる事業

事業の実施期間
　平成２８年９月１日（木）
　              ～平成２９年３月３１日（金）

必要経費の補助
　協働事業を実施するにあたり、１事業
３０万円を上限として助成金を交付します。

例えばどんな活動があるの
　地域の安全のための見回りや公園
などの清掃活動。
　文化を伝えるための講演会や交流
イベントなど

市民活動団体のアイディアを市と一緒に形にしませんか？

まずは、ご相談ください。
問合せ先
　地域振興課　市民活動センター係
　TEL:042-555-1111 内線 631･632

応募方法
　応募期間内に必要書類を地域振興課へ提出になります。
　※応募される団体は、事前に地域振興課へご相談ください。

応募期間
　平成２８年６月１日（水）～６月３０日（木）
　土曜日・日曜日・祝日を除く午前８時３０分～午後５時１５分

提 出 先
　 羽村市役所 ２階 地域振興課　市民活動センター係



企業の社会貢献活動紹介
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株式会社　 羽村金型
（所在地：羽村市神明台 4-2-24）

　私たちの仕事は金型作りです。私たちの会社のお客様は企業なので、市民の皆さまに
は馴染みはないかと思いますが、身の回りのどこかに当社の金型からできた部品が使わ
れています。

　ボランティア活動を始めたきっかけはリーマンショックでした。仕事が減った時に社
内の整理整頓をするにしても、そればかりでは面白くないと考え、思いついたのが歩道
や植込みのゴミ拾いです。市役所に聞いてボランティア袋をもらい、道具も用意しての
スタートでした。

　最近は仕事の都合に合わせて月に１、２回朝から 30分かけて全社員が産業道路沿いの
歩道と中央分離帯を中心にゴミ拾いを行っています。タバコの吸い殻、空き缶、菓子や
パンの袋などいろんなゴミが毎回大量に集まります。目立たないところで、人の役にた
つことができたらとの想いでこれからも続けていきたいです。

企業の社会貢献を指す言葉「ＣＳＲ」「ＣＳＶ」とは

「ＣＳＲ」（Corporate Social Responsibility：企業の社会的責任）とは
　環境への配慮や地域への奉仕など、企業が社会の一員として果たす活動です。

「ＣＳＶ」（Creating Shared Value：共通価値の創造）とは
　社会的責任に加えて、直接的に社会の課題に取り組むことで企業の社会的意義を
　高めることを目的にした活動です。

【ちょっとマメ情報】



団体のひろば団体のひろば

おでかけください

募集しています

羽村市市民活動情報紙 きずな 2016 年 ( 平成 28年 ) ５月号

●第 22回彩画会展
楽しい水彩画のグループ展です。日頃の成果をご覧く
ださい。／ 5月17日（火）～22日（日）、午前10
時～午後 5時（初日は午後1時より、最終日午後 4時
まで）／ ゆとろぎ展示室（１階）／ 無料／ 彩画会
／ ℡ 042-555-5480　武田
●COMNET「第 10回小作七夕まつり 7/9（土）
開催」
7月 9日（土）、午前11時～午後６時／ 小作駅東

口駅前広場／ 子供～大人（一般）／ 無料／ ボラ
ンティアサークル COMNET／ ℡ 080-5189-0591、
メール：cpn@minos.ocn.ne.jp　寺岡（できましたら
メールにて）
●第 14回はむら・市民交流囲碁大会
囲碁愛好者の皆さん！年一度の交流囲碁大会です。初
心者もベテランも、子どもも大人も、男も女も、囲碁
を愉しんでいる者の交流大会です。集まれ！囲碁を楽し
もう！／ 6月19日（日）、午前 9 時 30 分～／ ゆと
ろぎ／ 市内在住・在勤・在学・市内囲碁サークル会
員／ 約 50 名（先着順）／ 1,000 円、高校生以下
500 円（当日集金）／ はむら・市民交流囲碁大会実
行委員会／ 羽村市教育委員会／ ℡ 555-2087島
谷＊5月15日（日）から参加受付、申込用紙はコミュ
ニティセンター事務室にあります。
●はむら女声コーラスサマーコンサート
40 周年を迎えサマーコンサートを開催する運びとなり
ました。是非皆様のご来場をお待ちしております。
7月10日（日）、午後 2 時～／ ゆとろぎ大ホール／
854 人／ 1,000 円／ 指揮 橋本美香、ピアノ 

五十嵐恵子／ はむら女声コーラス／ ℡ 070-5599-
5732児玉洋子／ チケットは児玉まで。

●ワイワイフライデークラブ
初心者大歓迎！ワイワイ楽しく泳ぐ会です。泳力に応じ
て練習しています。お気軽にお電話下さい。／ 毎週
金曜日、正午～午後2時／ スイミングセンター／ ス
イミングに興味のある方／ 4～ 5人／ 3,000 円 /
月／ 1,000 円 / 水着、ゴーグル／ 宮崎京子／
℡ 042-554-2423 携帯 080-5546-7706 阿部恵子、
℡ 042-554-7250 携帯 090-8042-9078 荒木澄
●水彩画パレット
ご一緒に水彩画を楽しみませんか。初心者大歓迎。／
第２火曜日、第４火曜日、午前 9 時 30 分～11時

30 分／ ゆとろぎ創作室／ 一般／ 2,000 円 /月
／ 用具各自持参／ 酒井敦彦／ ℡ 042-555-1808
栗原芳五郎
●コールひまわり
若い指導者のもと仲良く楽しく活動しています。年齢層

が広いのでどなたでもOKです。今春 35周年記念発
表会を終えました。是非見学にいらして下さい。一同お
待ちしています。／ 毎週木曜日、午前10 時～12 時
／ ゆとろぎ第２音楽室／ どなたでも／ 3,500 円
/月／ 佐々木克仁、ピアノ宮沢まゆみ／ 042-554-
3379 臼井愛子
●ボーイスカウト羽村一団
仲間と一緒に自然の中で思いっきり活動します。月に２
回の日曜日が楽しみになりますよ！／ 月２回、日曜日、
①午前 9 時 30 分～12 時・② 9 時 00 分～午後3 時
／ 団ルーム（羽村動物園正門近く）／ ①年長児～
小学２・②小学３～小学５／ 2,000 円 /月／ 3,000
円／ 水筒／ ①田村・②吉野／ ℡ 555-2459ＦＡＸ
042-533-4513 竹原・gon12p@gmail.com 田村
●羽村市茶道会
昭和 45 年に設立し、町の時から行事で野点を行ってき
た、日本茶道の先生方の会です。今回加入していただ
ける団体を募集します。／ 年３回／ ゆとろぎ茶室な
ど／ 各流派の教状をお持ちの方（団体）
／ 1,000 円 /年／ 5,000 円／ ℡ 555-5338 大
塚／ 茶室・茶道具の減免が受けられます。
●紙ワザ苦楽部
市役所や公共施設に飾ってあるペーパーフラワーを造っ
ています。興味のある方おいでください。／ 不定期、
午前 9 時 30 分～11時 30 分／ フレッシュランド会
議室／ 当会の主旨に賛同の方／ 1,000 円 / 回／
℡ 555-3700 富岡
●羽村市シルバーダンスクラブ
初心者および経験者の方を募集します。現在会員数
105 名“見学随時歓迎”。ダンスは生涯にわたって楽し
めるのが何よりの魅力です。／ 水曜日（月４回・初心
者級）、土曜日（月４回・経験者級）、午前 9 時 30 分
～11時 30 分／ コミュニティセンターほか／ 原則と
して市内在住の初心者及び経験者、55歳以上～ 80 歳
未満の方（男女） 15 名程度／ 1,000 円 /月／
2,000 円／ ダンスシューズ／ ℡ 090-1842-9430
宇津木、℡ 090-3312-4782 逸見
●羽村囲碁クラブ
ビデオ教材等を多数取り揃えた囲碁サロンを併催して
います。初級者、級位者、若い人、女性、親子大歓迎
／ 毎週土曜日／ 毎週土曜日（日曜日になる場合も
あります。）、午前10 時～12 時／ ゆとろぎ学習室／
囲碁を打ちたい方／ 600 円 /月／ 羽村囲碁クラ

ブの高段者／ ℡ 554-7365 稲船、または直接会場へ
お越しください。
●ＭＪウルトラＢＢＣ（バスケットボール）
バスケを一緒に楽しみましょう！一回のみ体験入部でき
ますので、ぜひ来てみてください！／ 毎週水曜日、午
後3 時 30 分～６時／ スポーツセンター／ 小学４～
６（男女）／ 40人／ 1,000 円 /月／ 体育館履き、
水筒、タオル等／ 谷香／ ℡ 090-2220-6196（午
後６時以降）後藤／ 体験希望の方は、連絡の上活動
日にお越し下さい。

記号の意味 　 日時　 会場　 対象　 定員・募集人数
費用　 入会金　 持ち物　 期限　 講師・指導　 出

演　 主催　 共催　 後援　 問合せ・申込　 その他


