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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」

☀ 市民活動講座「交通安全プログラム」を開催しました。
☀ 「日本語支援ボランティア入門講座」が開催されました。
☀ 市民活動団体の社会貢献活動
　　 登校拒否・不登校を考える親の会「ポコ・ア・ポコ」
　　 福祉ボランティアグループふれあいサロンを紹介します。

☀ 平成 29年度市民提案型協働事業の審査結果
☀ 団体のひろば

市民活動センターのご案内
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市民活動講座 「交通安全プログラム」
～高齢者ドライバーの皆さんを応援するために～ を開催しました。

羽村日本語学習会主催（羽村市後援）

「日本語支援ボランティア入門講座」が開催されました。

　講座は、はじめに福生警察署による高齢者ドライバーの交通事故状況
のお話を聞きました。
　その後「交通安全プログラム」を行い、交差点のビデオ映像を見ながら、
多くの人が一時停止できていない状況を確認し、自分の普段の運転現状
と比べ、自分自身は安全運転を行えているか、どの様な一時停止が良い
のかなどをグループで話合い、講師からアドバイスをいただきました。

　講座では羽村日本語学習会 野島佳代代表の指導を中心に、
日本語支援ボランティアの説明や外国籍の方々への 50 音順
の教え方など、実践的な内容もまじえた講義が行われました。
　当日は定員を大きく上回る 21 名の方が受講をされ、参加
いただいた皆様からは「日本語を教えることは、本当に難し
い事だと思った」「50 音順の教え方など、大変勉強になった」
などのお声を多くいただき、大変好評だったそうです。
　羽村市には多くの企業が存在し、外国籍の方々もたくさん
生活しています。是非、読者の皆様も日本語ボランティアの
門を開いてみてはいかがでしょうか？

　３月４日 ( 土 ) に NPO法人市民パトロールセン
ターはむらと共催で、高齢者を対象とした、安全運
転を行うための講座を行いました。

◇◇アンケート結果、「実際にやれていると思っていた行為が、ビデオ映像を見ると全く
できていない状況に驚きました。」「交差点付近の一時停止の意味がよく理解できました。」
「内容が実践的で良かった」などの意見がありました。◇◇

３月４日（土）に、羽村日本語学習会主催「日本
語支援ボランティア入門講座」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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登校拒否・不登校を考える親の会「ポコ・ア・ポコ」

福祉ボランティアグループ  ふれあいサロン

　登校拒否・不登校に悩む親たちが、毎月の例会でお茶を飲みながら子どものことを一緒
に考え合っています。その他、進路学習会や講演会も行っています。また、今年は「全国
のつどい」が８月２６・２７日に多摩市にて開催されます。詳しくは https://tudoi-tokyo.
jimdo.com/ をご覧下さい。同じ悩みを持つもの同士のつながりの中で、ホッと一息つきに
皆さん是非、御参加ください。

　昭和 61 年 10 月の使用済切手の分別処理に伴いボラ
ンティアを募り活動を開始、そして翌年には手芸部を設
け、一般市民から提供された不要になったハギレ等を再
生し福祉バザー等の即売品を作り販売しています。（売
り上げは全額社会福祉協議会に寄付し福祉に還元してい
ます。）現在 45 人の仲間一人ひとりが組織の要となりボ
ランティアを楽しんでおります。

【団体紹介】
　 毎月第 三 金 曜日の 午 後７時 
３０分～１０時まで羽村市生涯学習
センターゆとろぎにて例会を行って
います。 年会費 1,500 円、例会
参加費 1 回 200 円。

問合せ先
携帯：090-9814-8752 井出
http://pokoapoko.jindo.com/

【団体紹介】
　主活動は福祉センターを拠点と
し毎週水曜日午前１０時～正午、
毎週金曜日午前１０時～午後３時
で活動をしています。地域の中で
自分のためのボランティアを実践
しています。

問合せ先
福祉ボランティアグループ
ふれあいサロン代表　中野
携帯：090-7806-9606

今年 3 月に行った講演会の様子 講演会後の交流会の様子

ふれあいサロンの皆さん 作業風景
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平成2９年度市民提案型協働事業の審査結果
　市民提案型協働事業とは、より効果的に地域課題や多様化するニーズ
に対応するため、市民活動団体の特性を活かした提案を募集し、市民活
動団体が主体となり市と協働で事業を実施するものです。

　平成 29 年度市民提案型協働事業に 7 つの
事業の提案がありました。
　羽村市市民提案型協働事業審査委員によ
る審査の結果、7 つの事業を採択しました。

採択事業（７事業）

　“自分の責任で自由に遊ぶ”をモットーにした子ども自身が創っていく遊び場「プ
レーパーク」の開催や、こどもの遊びの必要性を考え直す講演会を実施します。

協働団体：はむらプレーパークの会遊ぶ力は生きる力！
－羽村プレーパーク体験事業－

　市民が自主的に運営するギャラリーの設置。市民が日頃から創り出す絵画、書、陶芸、
工作、フラワーなど様々な文化芸術作品の展示発表をします。

協働団体：市民ギャラリー運営委員会市民ギャラリー運営

　いくつになってもいきいきと過ごす為に高齢者を対象とした、コミュニケーション
を学ぶ講座や歌を唄って元気に過ごすための講座を行います。

協働団体：よりみちサロンふじみいくつになっても元気に　　
　　　過ごすための講座

　児童生徒に図画工作を通して創作することの楽しさを体験してもらう講座と、創作
品の作品展を開催します。「豊かな感性」や「自己表現力」を高めていきます。

協働団体：羽村市おもちゃ病院ねじまわしわくわく楽しい図画工作塾
　　　　　　と創作作品展
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　考え、行動する力をつけるプレゼンテーションスキルの習得やトークセッション等
を実施することで地域活動に挑戦したい人をサポートします。

協働団体：social unit ＵＤＯＮ活動したい市民をつなぐ
～市民活動スタートアッププログラム～

　生ごみリサイクルで元気な土作りを実践され、食育の原点をしめされている吉田俊
道さんを招いて「食」や「環境」を見つめ直す講演会を開催します。

協働団体：生ごみ堆肥化めぐみネット・羽村
吉田俊道さんの講演会

～パワー野菜が子供を変える～

　2011 年東日本大震災及び福島原発事故の災害を忘れずに語り、未来へつなぐため
６年経過した今“あのとき、これからを語る”講演会を開催します。

協働団体：はむら復興サポート復興支援講演会

●第２３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30日（火）～６月４日(日) 午前10時～午後5時 ( 初
日午後１時より、最終日は午後４時まで ) ／○ゆとろぎ展示室
(１階 ) ／○無料／○彩画会／○℡042-555-5748( 西川 ) 

●小作七夕祭り開催
地域活性化と子供青少年育成を趣旨として「第11回小作七
夕祭り」を開催いたします。各園様方々の参加協力によって小
作駅前広場に七夕飾りを設置。地域人の楽しみの一つとなっ
ております。是非お越しください！／○7月8日（土）※順延の
場合は7月9日 ( 日 ) ／○小作駅前広場／○子供親子・地域
住民他／○地域活動・小作 COMNET ／○℡080-5189-
0591( 寺岡 )FAX042-578-3880( 大柴 )

●第 15 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、子供も大人も、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11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／○先着50人／○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／○℡042-555-2087

島谷※5月15日 ( 月 ) から参加受付、申込用紙はコミュニティ
センター１階受付にあります。

●プチオアシス
編み物を今までやっておりましたが手作業であれば自分の好き
なことをやっていただいてよろしいと思います。民謡など三線
を聞きながら等計画しております。月に一度負担にならずに雨
の日は中止とさせていただきます。／○未定／○三矢会館もし
くはふれあい館を予定／ ○50才以上／○600円 / 月会館に
よって異なることがあります。／○自分なりに出来るものを持
参してください。／○リーダー：石岡あけみ、三線担当：洋一
郎／○℡042-578-1206石岡

●囲碁のびる会
初心者の囲碁サークルです。囲碁を始めたい方、ルールだ
けはご存知の方、女性、子供、大歓迎！高段者の指導あり／
○毎週日曜日、午後1時～5時／○ゆとろぎ学習室／○囲碁
に興味のある方／○600円 / 月／○宇野先生／○℡042-
555-6733内田

●羽村 de ホリデー満喫クラブ
月2回 ( 隔週日曜日 ) にミーティングを行い、話し合ったう
えで活動を決定します。日曜日の良い過ごし方を一緒に考
え、羽村を皆で盛り上げていきましょう！／○スポーツセンター
内フリースペース／○市民なら誰でも可／○筆記用具／○
℡070-3193-0423( 鶴 田 )mail:however.love.power@
icloud.com

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

【→次ページにつづきます】
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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

●プログラミングなかま
2020年小学校でのプログラミング必修化に向けて、「スクラッ
チ」というビジュアルプログラミングツールを実際に体験しても
らいながら、パソコンに対する理解を深めるワークショップを
開催します。／○コミュニティセンター他／○小学校3年生～
5年生 ( 左記以外は要相談 ) ／○1000円 / 回 ( 会場代・資
料代等 ) ／○ノートパソコン ( 持参できる方 )、筆記用具／○
日渡輝美（ひわたしてるみ）／○℡050-3577-5409( 日渡 )、
mail:hiwatashi@pontefelice.jp ※できましたらメールでの
お申込をお願いします。／○保護者同席も可能。

●さわやかクラブ
40年続けているサークルです。月4～5回、コーチの指導に
より基礎練習しています。近郊の試合参加。東京都市町村
連盟に加入しています。卓球に興味のある方リフレッシュされ
ませんか、入会お待ちしています。／○毎週月曜日午後７時～
9時１５分／○羽村第二中学校／ ○成人／○500円 / 月／
○運動できる服装、ラケット、室内履き／○加藤純夫／○℡
042-554-2762( 嶋本 )

●マーメイドmama
水泳を通じて、体力向上と楽しい仲間作りを目指している女性
グループです。初心者歓迎！／○毎週火曜日、午前10時～
正午／○スイミングセンター／○女性／○水着・ゴーグル／
○藤森眞佐代／○2,000円 / 月／○1,000円／○℡042-
554-1799( 遠藤 )、042-553-3685( 宮向井 )

● 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。
ご連絡の上、活動日にお越しください。／○毎週水曜日午後
3時30分～６時／○羽村市スポーツセンター／○小学校４
～６年生男女○1,000円 / 月、スポーツ保険800円 / 年／
○体育館履き、水筒、タオル等／○谷香／○090-9968-
1789 （松井）※午後7時以降

●童謡ドレミの会
勇気を出して初めの一歩を！童謡や唱歌、叙情歌、オリジナル
曲も唄っています。合唱経験のない方も大歓迎です。／○毎
週水曜日午前9時50分～11時50分／○ゆとろぎ音楽室2
／○女性／○4,000円 / 月／○山口　栄／○090-2440-
0822( 大山 ) ／○無料体験教室を5月24日、31日、６月7
日に開きます。参加お待ちしています。上記以外の日もいつ
でも見学にお越しください。

●はむらメンタルサポートの会　トワ・エ・モワ
精神障害者の当事者と家族が運営しているカフェサロンです。
会員及びサポートして下さるボランティアさんを募集していま
す。( 見学受付けています ) ／○毎週月・木曜日、午前10時
～３時／○羽村市富士見平1-4-1( よりみちサロンふじみ内 )
／○℡042-555-4308（大槻）　042-555-4341（中西）

●ストリートダンス &トランポリン部 ( 羽人流 )
“放課後 HIPHOP”を現役教師が無料で提供中。講師に芸
能界でも振付をしているコレオグラファー Anri(BRENDA) な
ど豪華な講師陣／○毎日の放課後／○羽村市スポーツセン
ター、長岡コミュニティセンター、( 児童館 ) ／○小学生以
上／○飲み物・タオル等／○三好香次／○ airflarestyle@
gmail.com ／ ○ HP：http://sports.geocities.jp/
airflarestyle/kokuti.html

●糸ぐるま洋裁教室
初心者歓迎、いつでも見学 OK です。作りたいものを話し合っ
て決めます。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。／○ゆとろぎ学習室／○筆記具、ものさし、ハサ
ミ、針箱／○加藤公子先生／○042-554-3669（和田）

●エレガンスヨーガサークル
無理なく笑顔で体作りをしてみませんか／○毎週火曜日、午
後７時～８時３０分／○コミュニティセンター／○女性／○
2,500円 / 月、他に運営費として4ヶ月2,500円／○敷物
( バスタオル ) ／○広瀬　由美子／○042-555-0341並木
/042-555-8280 （福留）

●羽村文化交流クラブ
英語を通じて、異文化を理解し交流を楽しむ。／○不定期／
○活動により決定／○異文化に興味のある人／○15人／○
100円 / 月／○100円／○実費、その都度各自負担 ／○℡
042-578-2797 （増山）　携帯090-1800-9295 （増山）

●草原の会
仲間同志が集まり現在読んでいる本を紹介する楽しい会です。
／○第3土曜日、午前10時～正午／○羽村市生涯学習セン
ター　ゆとろぎ学習室／○1,200円 / 年／○筆記用具／○
042-554-5877（小峰）　※直接電話でお問合せください。

●創流水炎俳句会
俳句が初めての方も大歓迎、一緒に楽しみませんか／○第２
土曜日午後１時～午後４時／○羽村市生涯学習センター　ゆ
とろぎ学習室／○1,500円 / 月／○俳人協会会員「燎」同人
NHK 学園あきる野ルピア講師　沢田　弥生先生／○042-
554-2150（八木）

●羽村グリークラブ ( 男性コーラス )
ジャンルを問わず、幅広く、楽しく歌っています。歌でもやっ
てみようかという方、大歓迎です。／○毎週水曜日午後７時
～午後９時／○ゆとろぎ音楽練習室２／○4,000円 / 月／○
080-3027-7609（志田）090-5199-2072（関口）

●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・第4木曜日　午後1時３０分～４時／○中央館（羽村
市羽中３丁目6-4）／○羽村市及び近隣市町の人／○300円
/ 回／○070-2172-2622（吉田）※または直接会場へ

●水彩画グループ
若い女性講師の親切な指導で和やかな雰囲気の中、水彩画
を学ぶ男女11名の仲良しグループです。初心者大歓迎です。
／○毎週第2第4木曜日午後1時30分～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／○℡042-554-5668 （浜中）

【→「募集しています」のつづき】

【前ページにも「団体のひろば」があります。ご覧ください。】


