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育もう地域のきずなと郷土愛

今月の「きずな」今月の「きずな」

７月号

☀市民活動団体交流会 (第 3回 ) を開催しました。
☀市民活動の場としてコミュニティセンター 2階談話ホール
　をご活用ください。
☀市民活動団体の社会貢献活動
　　「エコネットはむら」「羽村手話サークル夜の会」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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市民活動団体交流会（第３回）
を開催しました。

　５月１９日（木）にコミュニティセンターで第３回市民活動団体交流会
を開催しました。
　交流会では、講師に、ＮＰＯ法人 ひの市民活動団体連絡会 事務局 溝口
常之さんをお招きし、「講演会」「情報交換」「市民活動センターからの報告」
を行い 27 団体　34 名が参加しました。

講演会「住みやすいまちづくりをめざして」
（講師：ＮＰＯ法人 ひの市民活動団体連絡会 事務局 溝口常之さん）

　講演会では、市民活動のポイント「①原点は Face to Face、②
前を向いていれば必ず道はひらける、③楽しく実践する（義務では
つづかない）、④プラス思考で対応する」や、市民活動を通しての「住
みやすいまちとは」などの話が行われました。

情報交換
　情報交換では「会員確保」について参加者で話合いを行い、意見
として「会員確保は、チラシやポスターより、クチコミによる勧誘
が有効である。」「団体で活動している写真を常に持ち歩き、普段か
ら勧誘をしたら会員数が増えた。」などの話がでました。

問合せ先　コミュニティセンター　TEL042-554-8584

市民活動の場として
コミュニティセンター２階談話ホール

をご活用ください。

　コミュニティセンター２階談話ホールを市民
活動団体などに無料で一般開放しています。
　打合せや団体間の情報交換に、ぜひご活用く
ださい。
　また、談話ホールでは展示発表も行えます。
　※展示を行う場合は申請が必要です。



市民活動団体の社会貢献活動紹介

羽村市市民活動情報紙 きずな 2016年（平成 28 年）７月号

エコネットはむら(羽村市地球温暖化対策推進協議会 )

羽村手話サークル夜の会

　地球温暖化の原因となる CO2 をできるだけ排出しないための様々な工夫や努力を啓発、イ
ベントなどで社会貢献しています。日々の節電、再生可能エネルギーの普及、またグリーンカー
テン、竹炭づくり、ソーラークッカー、雨水の活用、低燃費住宅、生ゴミの堆肥化など多岐に
取り組んでいます。次の世代に安心・安全がわたせるよう、あなたの新会員としての参加が期
待されています。

【団体紹介】
　地球温暖化！このまま進むと人間
と生物全体の生存が悪くなってい
く。
　少しでも進行を止めるエコ生活
を広めることが世界の良識です。

問合せ先 エコネットはむら 大崎
TEL:042-554-3430

【団体紹介】
　毎週火曜日の午後７時半から福
祉センター 2 階、ボランティア室
で活動しています。
　初心者の方も入会可能です。
　いつでも見学ができますので、
ぜひお越しください。

問合せ先　羽村市社会福祉協議会
TEL:042-554-0304

※今月号から市民活動団体が行っている
　社会貢献活動を紹介していきます。

　手話によって繋がることのできた 23 名で活動をしています。聴覚に障害を持った方々のよ
き理解者でありたいと思い、手話の学習だけではなく、聴覚障害者の方々との交流などを大切
にしています。また、私たちは積極的に手話講習会、障害者スポーツレクエーション、ふれあ
い福祉まつり、小学校での手話指導など、地域活動に協力しています。

エコネットはむらの皆さん　

活 動 風 景 羽村手話サークル夜の会の皆さん
羽村ろう者福祉協会の皆さん

竹炭焼き風景
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●ボーイスカウト無料体験会「平井川で釣ろう」
私たちと一緒に平井川での釣りを体験しませんか？送迎
もこちらでします。親子でご参加ください。／○7月24
日（日）午前９時30分～午後１時／○平井川 ( 集合はま
いまいず井戸 ) ／○タオル・水筒・水着／○年長～小４
親子／○無料／○ボーイスカウト羽村一団／○田村芳
雄・吉野雅彦／○℡042-555-24５9( 竹原 )（電話で
のお問い合わせをお願いいたします。）　mail:gon12p@
gmail.com( 田村 ) 
●大人のための英会話・韓国語市民講座
簡単な日常会話・自己紹介を外国人講師と楽しく学習し
ます。○7月22日（金）より毎週金曜日、韓国語：午後
1時30分～午後2時30分、英会話：午後3時～午後4
時／○生涯学習センターゆとろぎ／○筆記用具／○どな
たでも／○先着各15人／○全8回5,000円／○国際文
化交流会／○ブライアン／○℡090-6489-2803( 国際
文化交流協会 )
●第１３回　FHMの会　こころの病　講演会
大切な人を理解し共に生きるために～メンタルヘルスの
基礎知識～／○９月１０日（土）、午後１時30分～午後
4時／○福生市さくら会館　福生市牛浜１６３／○一般
／○先着100人／○ FHM の会／○無料／○秋川病院　
植田宏樹院長／○℡080-9033-4048増田
●コールひまわり合唱講座
ひまわりの花のように明るく元気なコーラスグループで
す。私達と一緒に楽しく歌いませんか。おまちしていま
す。○第１回7月28日（木）第2回8月4日（木）第３回8
月11日 ( 木 ) 各午前10時～12時／○ゆとろぎ第二音
楽室／○なし／○どなたでも／○無料／○講師：佐々木
克仁　ピアノ：宮沢まゆみ／○℡042-554-3379会長
臼井愛子・直接会場へ

●歌声喫茶
童謡・唱歌・ナツメロを皆で一緒に歌いませんか。歌詞
は大型プロジェクターに映します。見学はいつでも歓迎
します。／○第２土曜日　午前10時～12時　第４木曜
日　午後1時30分～４時／○コミュニティセンター　老
人集会室／○市内在住、６０歳以上／○300円 /1回
／○℡携帯080-5534-0432吉田（または直接会場へ）
mail:masanori-126maru@ezweb.ne.jp
●ワイワイひまわりクラブ
泳力に応じ、初心者から4種目まで皆でワイワイ楽しく泳
ぎましょう。男性会員も歓迎です。○毎週火曜日午前９
時～１１時／○スイミングセンター／ ○スイミングに興
味のある方／○３～4人／○3,000円 / 月／○1,200
円／○水着・帽子・ゴーグル／○宮崎京子／○℡090-
4546-0810宮崎
●コール・プルマージュ
楽しく少しは上達しながら歌う人達の集まりです。楽譜は
その度配布、指導は羽村出身の声楽家とプロのピアニス
トです。／○毎週木曜日、午後２時～４時／○コミュニティ

●サカラク
精神障害者のフットサルチーム「サカラク」です。今年も
2016東京都精神障害者フットサル大会で１７チーム中１
位で優勝しました。2連覇達成です。今年は3月20日に
関東大会にも出場しました。結果は10チーム中6位でし
た。来年も良い成績を残せるように頑張りたいです。

センター２階／○5,000円 / 月／○1,000円／○筆記
用具／○大井哲也先生、小田切洋子先生／○℡042-
555-5254永井　正子
●ウエスト東京トーストマスターズクラブ
英語でのスピーチ（パブリックスピーチ、テーブルトピック
スピーチ、ジョークなど）をフレンドリーな雰囲気の中で
学びます。／○第一、第三土曜日午後２時30分～午後4
時30分／○主として羽村市生涯学習センター（ゆとろ
ぎ）／○英語に興味のある成人／○1,100円 / 月／○
2,400円／○℡042-554-6743 大工基一
●東町祇園ばやし保存会
祭りの囃子の練習と各種イベント、老人ホームのい問／
○毎週土曜日午後7時３０分～午後9時／○稲荷神社
社ム所／○小学生～一般の方／○5,000円 / 年／○な
し／○祇園ばやしで用意します／○全員で練習／○℡
042-554-5891祇園ばやし会長宅、伊藤及び幹部の中
村まで
●堰麗会
水中運動と水泳でリフレッシュしませんか。泳げない方も
大歓迎／○毎週水曜日午前10時～12時／○羽村スイ
ミングセンター／○3,000円 / 月／○1,500円／○水
着、帽子、メガネ／○志村先生、上野先生／○℡042-
579-6336 柳本
●糸ぐるま
初心者歓迎、いつでも、見学 OK です。みんなで作り
たいものを出し合い、流行を取り入れながらそれぞれの
ペースで製作しています。／○毎週火曜日午前10時～
12時／○ゆとろぎ学習室／○2,000円 / 月／○筆記具、
モノサシ、ハサミ、針箱／○加藤公子先生／○℡042-
578-1148林
●ワイワイひまわりクラブ
水泳4種目の練習・水中エアロビクスなど泳力に応じた
練習につき、初心者も大丈夫。体験あり。保険あり。／
○毎週火曜日、午前9時～11時／○スイミングセンター
／○対18歳以上の男女／○3,000円 / 月／○1,200
円／○水着、ゴーグル、キャップ等／○宮崎京子／○℡
042-579-4690宮崎京子
●マンドリーノ☆フィオーレ
マンドリンとギター合奏を一緒に楽しみませんか？初心者
教室有り。ボランティア、地域のイベントで活躍していま
す。○毎月第１・第3土曜日午前9時～午後4時（午後
は初心者教室）／○羽村市コミュニティセンター・昭島
市アイポックなど、各施設／○男女・地域・経験者 / 初
心者問わず／○2,000円 / 月／○なし／○マンドリン・
ギター、楽器（無い方は貸し出し楽器あり）／○山本雅
三・海老原けえ子／○℡090-8584-7151（海老原）
℡090-8720-8593（小林） ／○随時見学可能。

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

募集しています

活動報告

おでかけください

団体のひろば団体のひろば


