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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」

☀大災害に備えて普段からの「地域のつながり」が大切です！ 
☀市民活動団体の社会貢献活動
　　演劇集団銀のすず２号 /地域活動・小作ＣＯＭNETを紹介します。

☀羽村市で活動する外国籍市民支援団体を紹介します。
☀市民活動講座「外国人おもてなし語学ボランティア育成講座」
　を開催しました。
☀ちょっとマメ知識「傾聴ボランティア」をご存知ですか？
☀団体のひろば
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大災害に備えて、
普段からの「地域のつながり」が大切です。！

　地震や台風など大災害が起きたとき、「地域
のつながり」が大切だと言われていますが、
なぜ大切なのか、何が大切なのか考えてみて
ください。

市民の皆さんにとって最も身近な団体である「町内会・
自治会」の活動を例に地域のつながりを考えてみました。

　大災害発生時に「町内会・自治会」は直ぐに避難場所で会員の安否確認を行い、
避難場所に来ていない会員がいた場合は、建物や家具などに挟まり逃げ遅れていな
いか、そのお宅に声を掛けに行くなど安否確認を行い、逃げ遅れていた場合は救助
活動を行うなど、「町内会・自治会」の会員同士で助け合いをします。
　また、備蓄物資なども、行政で配るものとは
別に「町内会・自治会」で独自に備蓄している
機材や食料などを使い、より迅速に多くの支援
が受けられます。
　さらに、家などが倒壊し避難所で生活する場
合でも、普段顔も見た事の無い人の中で生活す
るよりも、顔見知りの中で生活する方がストレ
スも少なく、安心して生活ができると思います。

　「地域のつながり」は、お互いの信頼関係を築き、
大災害が発生した時でも、救助や支援などのお互
いの助け合いを迅速に地域で行うことできます。
　それは、行政の対応を待つだけではなく、地域
でお互いに助け合う「共助」であり、被害を最小
限に抑えることができます。



市民活動団体の社会貢献活動紹介
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演劇集団　銀のすず２号

地域活動・小作ＣＯＭＮＥＴ

　2014 年 8 月に旗揚げしてから早丸 3 年が経ちました。今年で 2 回目になる羽村ゆとろ
ぎメリーリボン演劇祭に 2 年続けての参加や老人施設や幼稚園へのボランティア公演。また、
本年 2 月には羽村更生保護女性会主催の「もうすぐ１年生」
では卒園児に「きつねのホイティ」を上演させていただきま
した。現在、少数精鋭で日々稽古に励んでいます。

　今年も第１１回「小作七夕祭り」を開催。多くの幼稚園・保育園・高齢者施設の協賛
をいただき子ども達が街に感動の七夕を飾りました。元気
な子ども達・そして元気な地域を創る事を趣旨として、仲
間達とアイデア発想しての地域活動を行っております。想
いは・・・地域の賛同団体と共に多くの子ども・地域の誰
もが参加し合える地域活動を思案夢見ております。

【団体紹介】
　羽村市コミュニティセンター
にて月 3 回の土曜日午前か午
後練習。公演が間近にある場
合は上記以外の練習日有。
　月会費 2,000 円。
　団員募集中！

問合せ先
　演劇集団銀のすず２号
　代表　大野英子
　℡ 042-555-2586

【団体紹介】
　主活動は小作七夕祭りですが
賛同団体や仲間を募り協調し合
い誰もが喜び合える新たな活動
も思案いたします。
　活動仲間募集。

問合せ先
　地域活動・小作ＣＯＭＮＥＴ
　代表　寺岡・大柴
　℡ 080-5189-0591（寺岡）
　℡ 042-578-3880 （大柴）

演劇集団銀のすず２号の皆さん

駅前に飾られた七夕

朗読劇「きつねのホイティ」上演中

はむりんと一緒にダンス♪
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羽村市で活動する外国籍市民支援団体を紹介します。

　現在、羽村市には多くの外国籍の方々が生活されています。
そんな外国籍の方々の日本での生活を支え、日本語の学習を支
援するために市内では３つの団体（市民活動センターへの登録
がある団体）がそれぞれの個性を活かしながら外国籍の方々の
支援をされています。各団体は一年をとおして定期的に活動し
ていて随時参加者を受け入れています。一緒に活動してくれる
ボランティアも募集しておりますので興味のある方は市民活動
センター又は問合せ先へご連絡ください！

外国籍市民支援団体（３団体）

日本語ボランティア翼の会・夜の部
　マンツーマンの学習形態を基本に個々人のレベルに合わせた指導を目標にしてい
ます。希望者に対しては日本語検定試験の対応もしています。福祉まつり・羽村ま
つりへの参加や料理教室などのイベントもたくさんありま
す。是非、見学にいらしてください。

　活 動 日：火曜日（午後 7 時 30 分～ 9 時）
　活動場所：コミュニティセンター
　問合せ先：090-4241-1852 吉田敏夫

日本語ボランティア翼の会・昼の部
　「無理なく、楽しく、学び合いましょう」をモットーにそれぞれのペースでゆっ
たりと勉強をしています。色々な国の料理を教え合う料理教室や歌やパフォーマン
スを楽しむお楽しみ会など、会員同士が仲良くなれる活動もたくさんあります。和
気あいあいとしたグループです。皆さんも是非！

　活 動 日：木曜日（午前 10 時～ 11 時 30 分）
　活動場所：コミュニティセンター
　問合せ先：042-555-1111（内線 632）市民活動センター

羽村日本語学習会
　国籍も日本語力も様々な方たちが楽しく真剣に日本語の勉強をされています。日
本語の教え方については勉強が必要ですが、文法や教え方などを丁寧に指導いたし
ます。興味と向上心がある方は是非見学にいらしてください。

　活 動 日：月曜日（午後１時～ 4 時、午後７時 30 分～午後 9 時）
　　　　　   土曜日（午前 10 時～午後 1 時）
　活動場所：福祉センター
　問合せ先：090-2023-1770 永井
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市民活動講座
「外国人おもてなし語学ボランティア育成講座」を開催しました。

 　7 月 5 日、12 日、19 日に「外国人おもてなし語学ボランティア育成講座」を開催しました。
「おもてなし講座」と「語学講座（英語）」をセットにした全５回の講座に 28 名が参加さ
れました。

●おもてなし講座【3.5 時間】
　グループワーク等を通じて「おもてなし」の心を学
習しました。受講者の皆さんは外国人に対する挨拶や
日本文化の紹介の仕方等についても意見交換をして

「おもてなし」の心への理解を深められました。

●語学講座【2 時間× 4 回】
　基礎的な英語表現を用いて外国人に対する道案内等
の定型文を学習しました。最終日には外国人の先生を
お招きし、講座全体を英語で進める実践的な学習も行
われました。

【参加された方の声】　「とても楽しかった！そのため時間が短く感じたのかもしれませ
ん！」「最終日のネイティブの先生の講義が楽しかった。」「日本の文化について新鮮に学習す
ることができた。」など多くの声をいただきました。

【ちょっとマメ知識】

「傾聴ボランティア」をご存知ですか？
　皆さんは「傾聴ボランティア」という言葉をご存知ですか？
　「傾聴ボランティア」とは高齢者や災害の被災者など悩みや寂し
さを抱える人の話を聴くボランティアです。
　傾聴ボランティアの特徴のひとつに相談者の抱えている課題を解
決するのではなく、相談者の話を聴いてあげることで悩みを軽くし
てあげることが上げられます。
　人は話を聞いてもらうだけで、気持ちの整理がついたり、気持ちが楽になったりします。
　問題の解決までを活動の範囲としない傾聴ボランティアは私達が備えている「聴く」とい
う能力を使って身近に始めることができるボランティアのひとつです。
　高齢者や災害が増えて、心に不安を抱えている人が増えている社会の中で、ますます重要
度が増していく「傾聴ボランティア」をご紹介させていただきました。
　市民活動センター係では他にも身近に始められるボランティア等をご紹介できます。ボラ
ンティアに挑戦してみたい！と思ったら是非、市民活動センター係へご連絡ください。
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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

●うたごえ大合唱
歌声喫茶では羽村市文化祭に参加して、参加者全
員による「うたごえ大合唱」を開催します。歌詞は小
ホールのスクリーンに表示され、童謡・唱歌・懐メ
ロを合唱します。曲目は紅葉、浜千鳥、浜辺の歌、
琵琶湖周航の歌、われは海の子、緑のそよ風、高
校三年生、川の流れのように、見上げてごらん夜
の星を、他です。／ 平成29年10月9日（月祝）
午後2時～３時／ ゆとろぎ小ホール／ 先着250
人／ 無料／ 歌声喫茶／ ℡070-2172-2622
吉田

●琴和会演奏会
琴伝流大正琴の演奏としてベートーヴェンの喜びの
歌（荒城の月・北国の春）他の演奏を披露します。
紅葉（故郷）は皆さんも一緒に歌いましょう。文化祭
初出演です。応援よろしくお願い致します！／ 平成
29年10月22日（日）午後1時40分～2時２０分／
どなたでも／ 来場の方大歓迎／ 無料／ 直

接会場へお越しください。

●復興支援講演会「東日本大震災から６年
“復興のリアル”」

復興は終わった?　変わりゆく状況の中、さらなる
困難・苦悩が生まれています。浪江町で被災した
鎌田さんにお話を聞きます。／ 平成29年９月２８日
（木）午後1時３０分～３時３０分／ 生涯学習セン
ターゆとろぎ講座室１／ どなたでも／ ７０人／
無料／ 鎌田優さん／ はむら復興サポート／
羽村市／ 042-570-7370　講演会担当：倉地

まで

●羽村水墨会
水墨画家の白浪先生が丁寧に教えて下さいます。
墨の濃淡や、色彩も使い豊かな表現が広がります。
どうぞ興味のある方、水墨画を始めてみませんか
／ 第２・第４金曜日午前９時～１２時。／ ゆとろ
ぎ学習室／ どなたでも／ 若干名／ 5,000円
/月／ 墨彩画用品一式／ 白浪先生／ 042-
554-7444中新一

●一般社団法人
はむら総合型スポーツクラブ　はむすぽ

はむすぽで９月から開始する新事業「バレエストレッ
チ」の参加者を募集します。身体の健康・美容のた
めのストレッチです。身体を伸ばし動かし楽しい時
間を過ごしましょう！／ 毎月第一、第二、第三水曜
日午前１０時～１０時４５分／ 羽村市スポーツセン
ター２Ｆ　第三会議室／ 女性／ ２０人／ はむ
すぽ会員800円 /回、非会員1000円 /回　但し、
はむすぽ会員取得は年会費制／ タオル・飲み物・
お持ちの方はヨガマットをご持参ください。／ さや
かバレエスタジオ：佐竹清佳　下山千鶴／ 一般
社団法人　はむら総合型スポーツクラブはむすぽ　
羽村市スポーツセンター内 ℡042-519-5712（火、
水、木、金、午後１時～４時）

●ハーモニカ初心者講習会
手頃な大きさの楽器です。曲が吹けたら楽しいで
すね。／ 平成29年１１月１６日（木）、３０日（木）、
１２月７日（木）、２１日（木）の午後６時３０分～７時
３０分※受講の一週間位前に楽器に関して事前説
明会がありますのでお申込の際にお問合せくださ
い。／ コミュニティセンター／ 成人／ 無料／
ハーモニカ（Ｇ）／ 山口ひさ子／ ハーモニカク

ラブたんぽぽ／ 042-555-6081松本（午後6時
以降）

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

「市民活動団体」の登録を
                        受付しています。
　「市民活動団体」の登録は地域振興課市民活
動センター係で行っています。
　ご登録いただくことで、年に１回発行して
いるガイドに掲載でき、市民活動情報紙「き
ずな」への掲載申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）


