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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」

☀市民活動講座
　　「世界の文化講座　本場のメキシコ料理をつくろう！」が開催されました。

☀市民活動団体の社会貢献活動
　　「フラ・オーシャン」「ＦＨＭ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

1月号
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世界の文化講座
「本場のメキシコ料理をつくろう！」

が開催されました。

　講座ではガルシア・ジョナタン先生の料理指導を中
心に、本場のメキシコ料理の二品 DHISCADA（ディ
スカダ：メキシコ風ビーフ炒め）SALPICON DE RES

（サルピコン デ レス：アボカド・レタス・ビーフサラダ）
を作りました。
　ジョナタン先生のほかに、メキシコ出身の先生３人、
中国出身の先生１人も参加いただき、それぞれの調理
台に入ってもらいました。
　講座では、一緒に料理をつくり、食事をし、メキシ
コの話をしてお互いに交流を深めることができ、大変
盛り上がりました。
　参加いただいた皆様からは「おいしかった」「メキシ
コの方と交流出来て楽しかった」「普段とは違う雰囲気
を楽しめた」などのお声をいただき、大変好評でした。

【ちょっとマメ情報】
　市民活動、「健康」と「幸福」
　地域活動やボランティア活動などの市民活動は、地域の活性化につながり、お互
いが幸せを感じることができますが、それだけではなく、活動を通しての適度な運
動や人とのコミュニケーションが体に良い影響を与え、自分自身
の健康にもつながると言われています。
　また、活動で得られる充実感、達成感、人びとに「ありがとう」
と言われる幸福感は、とてもよい気持ちになります。
　ぜひ皆さんも市民活動を始めてみませんか。

　１２月７日（水）に、日本語支援
ボランティア翼の会・夜の部の皆様
にご協力いただき、本場のメキシコ
料理づくりを通しての文化交流講座
が開催されました。



市民活動団体の社会貢献活動紹介
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ウルプアラニ加
カ
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 フラ・オーシャン

ＦＨＭの会 ( 福生・羽村・瑞穂三地区精神障害者家族会 )

　羽村市内の老人ホームの慰問をはじめ夏祭り、盆踊り大会、ふるさと祭り、羽村文化祭への
出演をしています。フラダンスで皆様に明るさ、喜び、美しさ、夢を感じていただきたくレッ
スンに励んでいます。しなやかに踊れる身体づくり、テンポの早い曲にあわせて動けるステッ
プ等・・・・・。美しいフラダンスで市内のボランティアに参加しています。

　家族間の親睦を図り、家族の精神的、経済的負担を軽減するために学び合い、交流し、支え
合いをしています。定例会を毎月第２土曜日午後１時３０分～、各自治体の社協で開催。会報「Ｆ
ＨＭの会便り」を隔月発行し、一般市民向けに「こころの病」講演会等を年１回実施していま
す。他に毎月第４土曜日午後１～午後４時にピアカウンセリングを羽村市福祉センターで実施。
同じ経験を持つ家族が親身になり相談に応じています。
ご相談をお持ちしています。

【団体紹介】
　神明台会館にて毎週月曜日月４
回、午後７時３０分から９時３０分に
フラダンスの練習をしています。
　子どもから年配の方、大人数です。
　随時見学大歓迎！

問合せ先
ウルプアラニ加園フラ・オーシャン
TEL : 042-555-1198 松尾
携帯：090-6030-8148 松尾

【団体紹介】
　この地域に住む精神障害の悩み
を持つ４０家族の集まりです。障害
があっても安心して地域で暮らし
ていける社会の実現を目指し社会
貢献活動をしています。

問合せ先
　ＦＨＭの会
　TEL：080-9033-4048

ウルプアラニ加園
フラ・オーシャンの皆さん

ＦＨＭの会の皆さん

圧巻のフラダンス

カウンセリングの実施
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●大人のための英会話・韓国語入門講座
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。／ 平成29年2月9日（木）～毎週木曜日全
８回　英語：午後7時30分～8時30分、韓国語：午
後６時～７時／ 生涯学習センターゆとろぎ／ どな
たでも／ 先着15人／ 全８回5,000円／ 筆記
用具／ ブライアン／ 国際文化交流会／ ℡090-
6489-2803前田（平日午前10時～午後5時）

●ガールスカウト東京都第１９６団「ももの花まつり」
女の子のお祭り「ももの花まつり」をガールスカウトの子
どもたちと、歌い、ゲーム、クラフトで楽しみましょう。
当日は入団希望者への説明会も行います。／ 平成29
年2月26日（日）午後２時～4時／ スポーツセンター
２階会議室／ 幼稚園児～中学生／ 無料／ 筆記
用具・ハサミ／ ガールスカウトリーダー／ ガールス
カウト東京都第196団／ ℡080-1245-1331杉浦

●羽村市近郊ジュニアアルペンスキー教室
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３月１７日（金）夜
～19日（日）／ 長野県菅平高原スキー場／ 小・中
学生、高校生／ 先着40人／ 大人（高校生以上）
17,000円小・中学生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／ 電話連絡のうえファックスで℡
042-578-1626梅津

●ウエスト東京トーストマスターズクラブ
英語での準備 /即答スピーチ、ジョーク、フィードバッ
クなどでコミュニケーション能力とリーダーシップの向
上を目指します。／ 第１・第３土曜日　午後2時30
分～4時30分／ コミュニティセンター／ １８歳以
上／ 1,300円 /月／ 2,400円（マニュアル代含）
／ 外国人・日本人会員による相互指導／ メールア
ドレスmasatoshi.denko@nifty.com（できればメー
ルでのお申込みをお願いします。）℡080-3433-0437
伝幸（でんこう）正敏

●羽村合気クラブ
お子さんから大人までどなたでも入会できます。女性
の方もどうぞ／ 毎週土曜日午前9時～10時（少年
部）、午前10時～12時（中学生以上成人）／ スポー
ツセンター　第三ホール／ 年長児以上（年長児～
小学６年生は少年部となります。）／ 3,000円 /月／
2,000円（別途スポーツ保険加入料）／ 道着もし

くは運動のできる格好（長袖長ズボン）でご参加くださ
い。／ 鎌田業継／ メールアドレスaikimusashi@
yahoo.co.jp（見学・体験を希望される方もご連絡くだ
さい。）／ 未就学児は保護者も同時入会をお願いしま
す。

●コールリラ
２年前ゆとろぎの合唱講座から誕生しました。文化祭で
はフリューゲル子供会とジョイントで歌っています。合
唱経験のない方でも大歓迎です。／ 毎月、第２・第４
火曜日　午前9時30分～11時45分／ 生涯学習セ
ンターゆとろぎ「音楽室」／ 3,000円 /月／ 成瀬
和子／ 042-555-2453 宗田

●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／ ４～５人／ 3,000円 /月／ 1,200
円／ 水着・スイミングキャップ・ゴーグル／ 宮崎京
子／ ℡090-4546-0810宮崎京子

●声のボランティア桑の実
桑の実では、市が月２回発行する声の広報録音ボラン
ティアを募集します。詳細はお問合せください。／ 毎
月１～２回（録音担当者の都合に合わせて日程設定）／
図書館ボランティア室、福祉センター他／ デジタ

ル録音機器の操作を無償で協力いただける方／ 若
干名／ 無料／ 機材の使用方法は別途説明します。
／ 電話で声のボランティア桑の実（久保）へ℡042-
579-4272

●市内老人ホームへ歌声喫茶のボランティア
昨年10月に市内老人ホームに歌声喫茶のボランティア
活動で、老人ホームの皆さんと一緒に童謡・唱歌・懐
メロを歌いました、皆さんに大変喜んでいただきました。

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


