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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」

☀ボランティアをはじめてみませんか？
　　～ボランティアの心得について紹介します。

☀市民活動団体の社会貢献活動
　　「図書館ボランティア・本棚」「生ごみ堆肥化めぐみネット・羽村」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

11月号
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ボランティア活動を始めてみませんか？
　皆さんはボランティアに対してどのようなイメージをお持ち
でしょうか？「人助けをする」「困っている人を助ける」だけで
なくボランティアは自分も楽しくなれる活動です！
　今回はそんなボランティア活動に「これから取り組んでみた
い人」に向けてボランティアをする上での心得についてご紹介
します。

約束や時間、秘密は守りましょう！
　連絡もなく遅刻したり、無断で休んだり、活動中に知った個人情
報を他人に漏らすことは活動に対する信頼を失うことになります。
くれぐれも気をつけましょう。

対等な関係で接しましょう。
　子どもや障がいのある人、高齢者みんなが尊厳を持っています。「し
てあげる」「してもらう」という上下関係ではなく、常に対等な立場
で接しましょう。

相手の気持ちを大切にしましょう。
　ボランティア活動は一人では成り立ちません。相手や周りのひと
の気持ちを大切にし、より良い関係をつくりましょう。

無理をしないようにしましょう。
　ボランティア活動をするにあたって、自分のできることから始め
ていきましょう。無理をすることなく持続的な活動を目指しましょ
う。

ボランティア保険に加入しましょう。
　ボランティア活動をするにあたって、安心して活動をするために
ボランティア保険に加入しましょう。ボランティア活動中のケガや
事故に備えてぜひご加入ください。

　「やってみたいけど、どんなボランティアをやったらいいのか分からない」という方は、
ぜひ地域振興課までお問い合わせください！
　皆さんにぴったりのボランティア活動を見つけて楽しく活動しましょう！

問合せ先：地域振興課市民活動センター係　℡ 042-555-1111 内線 631･632

ボランティアの心得



市民活動団体の社会貢献活動紹介
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図書館ボランティア本棚

生ごみ堆肥化めぐみネット・羽村

　返却された書籍を元の場所に戻す作業 ( 配架 ) をしています。活動場所は羽村市図書館、活
動時間は午前９時から図書館が開館する１０時までの短い時間です。配架作業の他に図書館で
除籍した書籍や、皆さまから寄贈された書籍を有効活用して頂く「本のリサイクル作業」や、
来館できない人からのリクエストに応じて書籍のお届けと引き取りを行う「宅配」もしていま
す。

　家庭で出る生ごみを燃やさず、堆肥にして野菜や花を育てています。自然循環を生かした有
機堆肥ですから出来た野菜は美味しい！グループの畑がありますから、ごみ減量に貢献しなが
ら、楽しく共同作業もしています。また、小中学校への出前講座、市民講座など、生ごみ堆肥
化の普及活動もしています。出前講座はどちらにでも伺いますのでぜひお呼びください。

【団体紹介】
　毎週２回の活動と月１回の定例
会、年度末の本のリサイクル事業
が主な活動です。
　他にウォーキング・見学会・食事
会等で会員の親睦を深めています。

問合せ先
　図書館ボランティア本棚
　TEL：042-555-2981 古川

【団体紹介】
　毎月第一金曜日の午前中に消費
生活センターにて定例会を行って
います。畑作業は火・土の他随時。

問合せ先
　生ごみ堆肥化めぐみネット・羽村
　TEL：042-554-9488　関

図書館ボランティア本棚の皆さん

生ごみ堆肥化めぐみネット・
羽村の皆さん

配架作業 ( 本を元の場所に戻す )

富士見小学校での出前講座
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●ニューオルリンズジャズ　in　Hamura
早稲田大学公認の音楽クラブ「ニューオルリンズジャズ
クラブ」がどこか懐かしい雰囲気のジャズを演奏します。
１１月２７日（日）午後２時３０分～午後４時／ 羽村
市コミュニティセンター（３階ホール）／ 羽村市民／
先着150人／ 800円／ 羽村稲門会／ 青梅稲

門会・福生稲門会／ 042-555-8864 カフェヨコタ
ン　横田／ 当日券あり。

●クリスマスゴスペルコンサート‘１６　　　
ゴスペルを聴いて&歌ってクリスマスをお祝いしましょ
う！Joy to the the world など定番のクリスマス曲か
ら日本語のゴスペルまで幅広い曲を歌います。 １２月
１１日（日）午後２時～午後３時／ 羽村市コミュニティ
センター（ホール）／ どなたでも／ 先着１５０人／
無料／ フェイバードゴスペルクワイア／ 090-

9822-6299 ヤマカワ　※申込み不要。直接会場にお
越しください。

●羽村市総合体育大会兼都民大会予選・スキー
連盟杯
羽村市総合体育大会・羽村市スキー連盟杯を行いま
す。※この大会は東京都民体育大会の予選を兼ねてい
ます。ぜひ、ご参加ください。／ 平成２９年１月１５日
（日）、(現地受付：午前８時から８時３０分までに鈴蘭
館フロント前へ )／ 長野県菅平スキー場／ どなた
でも／ 1,000円 (ただし、高校生以下は無料 )(種目：
大回転競技※損害保険に各自でご加入ください。)／
羽村市スキー連盟／ 平成２９年１月６日(金 )まで

に住所・氏名・生年月日・性別・電話番号を記入してファッ
クスで。℡0428-76-2522田村

●ジュニアスキー教室＆記録会
羽村市スキー連盟に所属している全日本スキー連盟認
定の指導員が指導するので、スキーが初めての方でも
気軽に参加できます。／ 平成２９年１月１４日(土 ) ～
１５日(日 ) ／ 長野県菅平高原スキー場／ 小・中
学生、高校生とその保護者／ 先着順３５人／ 小・
中学生15,000円、高校生以上16,000円／ 羽村
市スキー連盟に所属している全日本スキー連盟認定の
指導員／ 羽村市スキー連盟／ お申し込みは電話
連絡のうえ、ファックスで (12月16日 ( 金 )まで ) ℡
0428-76-252２ 田村

●新春うたごえ喫茶大合唱
童謡・歌唱・懐メロを皆で歌いましょう。歌詞は大スクリー
ンに表示します。／ 平成２９年１月５日(木 ) 午後１時
３０分～４時／ ゆとろぎ小ホール／ 先着順250人
／ 無料／ 歌声喫茶／ 080-5534-0432吉田／
詳細チラシはゆとろぎ、コミセンにあります。

●漢字の会
かわいい孫に自慢でき尊敬される、色々な楽しい漢字
の知識を笑いながら交換し合っています。／ 第４水
曜日　午前10時～１１時３０分　／ コミュニティセン
ター２階ロビー／ 漢字を知りたい方。／ 1000円 /
半年／ 筆記具／ 清田敏雄／ 042-554-8483き
よた

●水彩画グループ
男女１１名のグループです。若い女の先生が親切に指
導してくれます。初心者大歓迎です。 毎週第２第４
木曜日　午後１時３０分～午後３時３０分／ ゆとろぎ
創作室／ 一般／ 3,000円 /月／ 用具各自持参
／ 加福ちづ子／ ℡042-578-1448城島

●草原の会
明るい雰囲気の読書サークルの会です。司馬遼太郎
氏の著書が対象でしたが、門戸を広げました。(作家
を問わず ) 皆様もお出でをお待ちいたしております。
毎月第４土曜日午前10時～12時／ ゆとろぎ学習

室／ 一般／ 1,200円 / 年／ 筆記用具／ ℡
042-554-5877小峰秀司

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

おでかけください

羽村市公式サイトからも「市民活動」
の情報をご覧いただけます。

　羽村市公式サイトのトップぺージの左
側にある「広がる市民活動」のボタンか
らアクセスしていただくと「会員募集」
や「催し物情報」などを見る
ことができます。
　ぜひ、ご覧ください！！

団体のひろば団体のひろば


