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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」

☀「市民活動団体ガイド」「団体・サークルガイド」をご利用ください。
☀ 市民活動団体の社会貢献活動
　　羽村チューリップグループ/想ひ出の映画鑑賞会を紹介します。

☀ 羽村市で募集しているボランティア
☀ ちょっとマメ情報「プロボノ」をご存じですか？
☀ 団体のひろば

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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「市民活動団体ガイド」
「団体・サークルガイド」 をご利用ください。

　「市民活動団体ガイド」「団体・サークルガイド」は、
市内で活動している、市民活動・ボランティア活動やサー
クル活動など、さまざまな団体を紹介している冊子です。
　子育ての悩みを相談したい、趣味で新しい仲間を見つ
けたい、地域のために貢献したい、環境のためにエコな
活動に挑戦してみたい等々、老若男女を問わずあなたに
ピッタリの活動を見つけることができます。
　ガイドは公共施設や地域振興課窓口などで配布しているほか、市公式サイトか
らダウンロードすることができます。是非、ご活用ください！

ガイドの使い方
　自分が行いたい活動を行っている団体と一緒に活動したい場合、団体が行っているサービスを

受けたい場合、地域の集まりなどで団体に出演していただきたい場合などにガイドに掲載してい

る問合せ先または市民活動センターに連絡をしてください。

～こんなに良い事いっぱい～
　自分にぴったりの活動や新しい趣味を見つける事ができます。

同じ目的の人と出会い、つながる事ができます。

～ガイドご利用の注意点～
　掲載団体の連絡担当者に連絡をとる際は、早

朝や夜分遅くにはご連絡をしないようにお願いし

ます。（連絡のタイミングによっては連絡担当者

が忙しかったり不在だったりする場合もございま

す。即座に対応できる場合とできない場合があ

るのでご了承ください。）

　「市民活動団体登録」
を受付しています。

　市民活動団体登録は地域振興課市民活動
センター係で行なっている登録です。
　ご登録いただくことで、ガイドに掲載で
き、市民活動情報紙「きずな」への掲載申
し込みができるようになる等のメリットが
あります。
　団体の広報機会の拡大などのためにも是
非ご登録ください。

【問合せ先】
 市民活動センター係
 ℡ 042-555-1111（内線 631・632）



市民活動団体の社会貢献活動紹介
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羽村チューリップグループ

想ひ出の映画鑑賞会

　市内 6 ヶ所に回収場所を設け、2 ヶ所の幼稚園のご協力を頂きペットボトルのフタの回収
を行い市内の業者まで届ける活動を行っています。集められたペットボトルのフタは発展途上
国の子ども達のワクチンを購入する代金になります。

　羽村市にきて十数年が経ちました。当初は皆さんとの接点をもつために「映画鑑賞会」
を始めました。時が経つにつれて、今や高齢者の方々が集う場所が多い羽村市で、ボラ
ンティアが何か出来ないかと考え、施設を訪問し皆様に「想ひ出の映画」を鑑賞してい
ただくことを考え現在に至ります。最初は不安でした
が、実際に鑑賞して頂くと、皆様が大変喜び時には涙
している姿を拝見し力の及ぶ限り各施設を訪問しよう
との意思を強くしています。

【団体紹介】
　現在 8 名で 1 回平均 25kg 位
回収しています。活動は 2 人 1 組
で月 4 回行っています。
とても「和」のある団体で楽しく
活動しています。
私達と一緒に活動してくださる人
を募集しています。
問合せ先
　　羽村チューリップグループ
　　代表　宮川
　　℡ 090-9843-9144 

【団体紹介】
　主活動は羽村市コミュニティセ
ンターを拠点とし月に一度原則日
曜日に「鑑賞会」を行っています。
市内の各施設でのご希望があれば
ご相談にのります。

問合せ先
　　想ひ出の映画鑑賞会
　　代表　水野
　　携帯 090-3317-4275

羽村チューリップグループの皆さん 活動風景
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羽村市で募集しているボランティア
～羽村市で募集している5つのボランティアをご紹介します～

　市民一人ひとりが持っている知識と経験は貴重な資源です。それらが市民活動やボランティ
アに活かされることで、住みやすい地域ができとともに、自らも達成感を得ることができます。
　そこで、羽村市で募集している５つのボランティアをご紹介します。

　知的・身体的に障がいを持つ青年達が取り
組む生涯学習に関するさまざまな活動のサ
ポートをおこなっていただける方を募集して
います。

【問合せ先】
生涯学習センターゆとろぎ
℡ 570-0707

はむら青年学級ふれんどボランティア

　子どもたちの自主的な放課後での活動のサ
ポートとしてお手玉やコマ、将棋や囲碁、簡
単な学習などを教えていただける方や子ども
たちを温かく見守っていただける方をお待ち
しています。

【問合せ先】
児童青少年課
℡ 555-1111（内線 263）

放課後子ども教室（はむらっ子広場）
支援ボランティア

　個人や団体で公園や緑地などの清掃活動な
どの美化運動を行い、緑が豊かな憩いの場に
するボランティアです。

【問合せ先】
土木課
℡ 555-1111

（内線 282 ～ 284）

公園ボランティア

　児童館で行っている「おしゃべり場」や市
の子育て支援事業で、お子さんの見守りサ
ポートを行い、地域の子育てを応援するボラ
ンティア活動です。

【問合せ先】
子ども家庭支援センター
℡ 578-2882

子育てボランティア「アップル」

　身近な農産物の生産に携わりながら農業を
応援するボランティアです。実際に農業を体
験することで食の安全や安心を実感でき、農
業に対する理解を深めます。

【問合せ先】
産業振興課
℡ 555-1111（内線 663）

援農ボランティア

　その他に、期間限定のボランティア活動
の募集や公共の場所を自主的に清掃する際
のゴミ袋（ボランティア袋）をお渡しする
制度もありますので、お気軽に「市民活動
センター」へご相談ください。

【問合せ先】
市民活動センター
℡ 555-1111( 内線 631・632)
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【ちょっとマメ情報】

「プロボノ」をご存知ですか？
　読者の皆さんは「プロボノ」という言葉をご存知ですか？
プロボノとは社会貢献活動の一形態をさす言葉でラテン語の

「Pro bono publico（公益のために）」を由来としています。
　社会人が仕事をしていく中で身に付けた能力や技能を提供
する社会貢献活動で、欧米などでは広く浸透しているボラン
ティア活動です。

「プロボノ」と「ボランティア」との違い
　「プロボノ」と「ボランティア」の大きな違いは「プロボノ」は仕事で培ったス
キル等を提供する社会貢献活動であるのに対してボランティアは善意や時間を提供
して社会に貢献する活動であるということです。「プロボノ」と聞くと難しく捉え
てしまうかもしれませんが「何かを提供して社会に貢献する」という点は「プロボノ」
にも「ボランティア」にも共通していることです。

プロボノの具体的な例

・寄附金を集めたりする活動の際に仕事で培ったチラシ作成の技術を活かす！
　寄付活動をしているボランティア団体の中にはなかなか寄附が集まらず困って
いる団体も多くあります。そんな時に魅力あるチラシを作成のスキルはきっと役
立つことでしょう！

・会計の知識などをボランティア団体の経理などに活かす！
　企業で会計や経理を経験されてきた方も多くいらっしゃると思います。そのス
キルはきっとボランティア活動団体内での会計や経理に役立つことでしょう！

【プロボノ】

仕事で培った
スキル等を提供

【ボランティア】

善意や
時間の提供
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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

●第 14 回　ＦＨＭの会　こころの病講演会
発達障害コミュニケーションの引き出しを開けよう～そ
してイイトコ　サガシ～30分のワークショップをはさみ
ながらお話をしていただきます。／○平成29年9月9日

（土）午後1時30分～4時30分／○羽村市福祉セン
ター／○市民の皆様方　他／○先着100人／○無料／ 
○冠地　情／○ＦＨＭの会／○羽村市社会福祉協議会／
○℡042-555-7488浅見、080-9033-4048増田

●第22回登校拒否・不登校問題全国のつどい
in 東京

登校拒否、不登校のことを一人で悩まず一緒に考えてみ
ませんか ? ほっと一息つきに是非御参加ください。／○平
成29年8月26日（土）午前11時30分～8月27日（日）
午後4時／○多摩永山情報教育センター／○登校拒否・
不登校に関わる方又は関心のある方／○700人／○ＨＰ
にて掲載／○特になし／○横湯園子さん（元中央大学教
授）・田中哲さん（東京都立小児総合医療センター副院
長）・筒井潤子さん（都留文科大学教授）／○第22回登
校拒否・不登校問題全国のつどい in 東京　実行委員会
／○登校拒否・不登校を考える親の会「ポコ・アポコ」／ 
○090-3217-0083,FAX03-3230-3215,mail:tsudoi.
in.tokyo2017@gmail.com 第22回全国のつどい in 東
京実行委員会事務局／詳しくはホームページ https://
tudoi-tokyo.jindo.com/ へお問合せください。

●漢字の会
毎日用いている漢字を絵で説明しています。漢字の解説
は慣れが少し必要です。一年入会も歓迎致します。／○
第４水曜日午前10時～11時30分／○コミュニティセン
ター／ ○大人／○問わぬ／○1,000円 / 年／○筆記用
具／○市内　清田敏雄／○℡042-554-8483きよた迄

●羽村太極拳同好会
太極拳に興味がある方、運動不足ぎみの方、気軽に参加
したい方、仲間づくりしたい方、基礎から学びたい方等。
試しに見学、体験してみませんか？上履きをご持参の上お
越しください／○毎週木曜日（月４回上限）午前9時30分
～11時／○フレッシュランド西多摩　体育館／○初心者
／○1,000円 / 月／○上履き／○日本武術太極拳連盟Ａ
級指導員公認資格を持つ講師が担当／○℡042-555-
2367事務局　宮川善弘／○入会も退会も随時任意

●フォト・まいまいず
リタイア後の人生を写真で楽しみましょう。男・女15名
の会です。毎月の例会・撮影会、春秋の撮影旅行、作
品展そして懇親会で親睦を深め技術向上を目指します。
／○第一、第三水曜日、午前9時30分～１２時／○ゆ
とろぎ学習室／○写真を愛し興味のある方／○1,000円
/ 月／○℡042-554-2324（佐藤） mail:tk73-sato@
tbz.t-com.ne.jp

●和太鼓　灯音（ビート）
和太鼓を中心にした演奏活動／○毎週月・金曜日、午
後7時～9時30分／○羽村二中　クラブハウス（他）／ 
○7歳～50歳位まで／○15人／○大人3,000円 / 月、
高校生迄2,500円 / 月／○運動できる格好で室内履き
必須。／○090-2626-4553 宇津木／○初心者・見学・
体験ＯＫ！

●コール樹樹
歌の好きな方一緒に歌いませんか。月一度のボイストレー
ニングも行っております。見学はいつでも歓迎致します。
／○毎週土曜日午後2時～4時／○羽村市福祉センター
／○女性／○5,000円 / 月／○1,000円／○重山禎弘
／○0428-21-3641大貫　090-8890-3251大貫

●フェイバードゴスペルクワイア羽村
大きな声でゴスペルを歌ってストレス発散！音符が読め
なくても大丈夫♪仲間作りしませんか？初心者歓迎／ 
○毎週土曜日（月3回）午後7時30分～9時／○ゆとろ
ぎ他／○不問／○費3,500 / 月／○1,000円／○特に
なし／○ Kumiko ／○ FGC 事務局（fgc@xu.holy.jp）
／○無料体験あり（初回のみ）

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ページの左側
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！


