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☀｢羽村市市民活動基本計画」を策定しました。
☀市民活動団体の社会貢献活動
　わらべうたと遊びの広場「花いちもんめ」／羽村市明るい社会づくりを進める会を紹介

します。

☀平成30年度市民提案型協働事業の審査結果
☀団体のひろば
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「羽村市市民活動基本計画」を策定しました。
　市では、ともにつくる住みよい地域社会の実現に向けて、平成
30年３月に「羽村市市民活動基本計画」を策定しました。

【羽村市市民活動基本計画の内容】
　平成27年３月に定めた「羽村市市民活動促進にあたっての基
本方針」に沿って、市民活動の基本理念を掲げるとともに、市民
や市民活動団体に期待すること、市の姿勢など、市民活動がより
活性化していくために市が行う具体的な施策について策定しています。

※「羽村市市民活動基本計画」は、市役所１階市政情報コーナー・図書館・公式サイト等でご覧いただけます。
　【羽村市公式サイト】羽村市市民活動基本計画の掲載ページhttp://www.city.hamura.tokyo.jp/0000010977.html

◉市民活動促進に向けた施策
　市民活動の促進に向けて、市民活動への関心を高め、活性化させていくために、「羽村市市
民活動促進にあたっての基本方針」の５つの柱と「計画を推進するための取り組み」に沿って
施策を進めていきます。

施策の体系

計画を促進するための取組み

ふ れ あ う……「人」と「人」とがふれあうことで、温もりを感じることができます。
つ な が る……「市民」「団体」「事業所」「行政」がつながることで、安心感と連帯感が生まれます。
元気になる……「ふれあう」「つながる」ことで、市民や地域が元気になる、活力あふれる市民活動

を目指します。

ふれあう・つながる・元気になる　市民活動

◉計画の基本的事項
　羽村市の市民活動に関する基本的な考えや施策の体系と取組みを定めています。

◉基本理念
　市民活動を身近に感じ、誰もが進んで活動に参加し、みんなで地域課題の解決に向けて率先
して取り組み、市民自治のまちづくりが盛んな、活力あふれる市民活動を目指すため、基本理
念を次のように定めています。

羽村市市民活動基本計画

基本方針で定める５つの柱 施　　　　　　　策
市民活動参加機会の創出 市民意識の啓発、参加機会の橋渡し
市民活動団体への支援 人材確保、人材育成、市民活動団体の活動支援
市民活動団体間の連携 情報交換機会の提供、連携協議会の設置・運営
活動拠点の整備 活動場所の提供、成果発表場所の提供
協働事業の拡充 協働事業の促進、市民提案型協働事業の活性化

計画の推進に向けて 職員意識の向上、情報発信の強化
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わらべうたと遊びの広場「花いちもんめ｣

羽村市明るい社会づくりを進める会

市民活動団体の社会貢献活動紹介

　かやの実保育園では園の設備を利用し、わらべうたと遊びの広場を実施しています。平成29
年度に地域公益活動としてリニューアルし、わらべうたと遊びの広場「花いちもんめ」を設置
しました。地域の親子が集い、わらべうた遊び、育児相
談、離乳食体験、保健師さんによる育児講座など、いろ
いろな活動があり、利用する親子同士の仲間づくりの場
ともなっています。

　羽村市社会福祉協議会が主催する、ふれあい福祉まつり、福祉文化祭、チャリテイゴルフ大会、
歳末助け合い募金活動等に参画・協力しています。また、郷土羽村の美化運動として、毎年３
月・８月に多摩川の清掃、親子のきずなを深める夏
まつりの出店、災害義援金募金等を行っています。
　会員一同が心ひとつになり思いやりや優しさが助
け合いの原動力になり、未来が明るい社会になるよ
う活動を続けています。

離乳食体験の様子

多摩川クリーン作戦の様子
熊本地震義援金募金の呼びかけ

わらべうた遊びの様子

　地域の親子を対象とした子育
て広場を行なっています。子育
ての悩みを、安心して相談でき
る場所として、喜ばれ利用され
ています。また、広場を利用す
る親子同士の仲間づくりの場と
なっています。

問合せ先
　社会福祉法人かやの実社
　かやの実保育園
　℡042-555-0458

　本会は昭和46年に発足し、今年で
46年目を迎えます。羽村市ボランティ
ア連絡協議会に所属し、会員数75人、
世帯数68世帯です。近年、組織の充実
を図り、本会の目的である、社会を明
るくし、住みよい街づくりを進めてい
く団体です。只今会員募集中です。

問合せ先
　羽村市明るい社会づくりを進める会
　代　表　小宮國暉　℡042-554-1555
　事務局　遠藤孝予　℡042-555-5745

【団体紹介】

【団体紹介】
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平成30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、より効果的に知己課題や多様化するニーズに対応するため、市民
活動団体の特性を生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30年度は、８つの事業提案がありました。羽村市市民提案型協働事業審査会による審査
の結果、６つの事業を採択しました。

❖採択事業（６事業）❖
羽村でプレーパーク！  ～やってみたい！をやってみよう～

市民ギャラリー運営

いくつになっても元気に過ごすための講座

林家うん平さんの講演  ｢江戸のリサイクル社会｣ と落語

　子どもたちが、自分の責任で自由に遊ぶことができる冒険遊び場の常設化
をめざし、１日プレーパークやリーダー育成講座等を実施します。
　外遊びの機会が減っている子どもたちに「三間（さんま：時間、空間、仲間）」を得る機会を身
近に提供し、遊びの創出を促します。講座では、子どもとの接し方や危機管理など、リーダー希望
者以外でも子育ての参考にもなる内容を予定しています。

協働団体：はむらプレーパークの会

協働団体：市民ギャラリー運営委員会

協働団体：よりみちサロンふじみ

協働団体：生ごみ堆肥化めぐみネット羽村

　市民が自主的に運営する市民ギャラリーを設置し、開催します。市民が日
頃から創作している創作フラワー、写真、創作人形、絵画、地域芸能面、絵
手紙、水彩画、陶芸・書道など文化芸術作品の展示発表を行い、楽しく語り
合いのできる市民サロン的なギャラリーを開催していきます。

　いくつになっても元気で過ごせるように、ストレス解消や健康の維持を目
的とした講座『歌声の集い』を開催します。年齢制限はありません。講座を
きっかけに、住み慣れた地域でより元気に暮らしていきましょう。

　環境問題に関する講座と落語を聞き、今の私たちの生活の見直し
を考えるきっかけとなるような講演会を開催します。あわせて、家
庭から出る生ごみを有効活用することができる堆肥化の話や現物展
示など、楽しく笑いながら、昔の人の知恵を学び、今の生活に活か
せる環境に良いヒントを得ることができます。
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コミュニケーション力をアップする

環境講演会「美しい地球を子どもたちに」

協働団体：social unit UDON

協働団体：エコライフ羽村

　自分の伝えたいことを相手に分かりやすく伝える力が求められて
います。活動を行う上でも必要とされる「コミュニケーション力」
や「対話」を活発にする技法などを学ぶワークショップや勉強会を
開催します。ワークショップでは、バラバラな意見を一つの方向に
導いていく方法を学び、勉強会では、実践を交えながら、ホワイト
ボードや模造紙等を活用したアナログ的な方法で、効果的に会議な
どの内容（ポイント）を押さえる手法などを学びます。

　環境問題に関心を持ち、また、自らの生活を見直し、エネルギー
の削減につながるよう、気候変動や地球環境問題に関する講演会を
開催します。講演会では、「永続可能な社会」の実現へ向けて日本
全国で様々な方を対象に講演会やワークショップを行っている高木
善之さんをお招きします。暮らし方をシンプルに、住みやすい環境
をつくっていくために一緒に考えませんか。

団体のひろば

おでかけください
●第12回小作七夕祭り
今年も楽しく開催いたします。羽村市・青梅市の幼稚
園、保育園、他の参加協力により小作駅前デッキ通路
に七夕大竹飾りを設置、竹飾り参加・親子紙飛行機コ
ンテストも合わせて募集中。楽しい事イッパイです。
ご来場ください。／ 七夕飾7月4日(水)～7日(土)、
祭イベント7日(土)／ 小作駅前広場／ 親子など
他参加自由／ 地域活動 小作COMNET／ ℡080-
5189-0591寺岡、FAX042-578-3880 大柴

●第16回はむら・市民交流囲碁大会
囲碁愛好者のみなさん、年一度の交流囲碁大会です。
年齢、性別関係ありません。このひとときを囲碁で愉
しんでください。／ 6月10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／ 約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、※参加受付：5月1日～31日、申込用紙：コミュニ
ティセンター1階窓口で配布しています。

●第41回水彩画グループ展
大変歴史の古い水彩画グループです。個性あふれる
作品やハガキ絵、共同作品とバラエティに富んだ作品
を展示します。皆様にご高覧賜りたく、お待ちしてお
ります。～ぜひおでかけください～／ 5月15日(火)
～20日(日)（初日は午後１時から、最終日は午後４時
まで）／ ゆとろぎ展示室（１階）／ ℡042-554-
5668 浜中

募集しています
●NPO法人Manaネコハウス
引き取り手のない仔猫を保護し、新しい家族を見つけ
る活動をしています。仔猫の預かりメンバーさんを募
集します。救える命を皆さんの力で増やしましょう。
／ 不定期／ ℡090-5826-0328 青島秀子

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

【→次ページに続きます】
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【→「募集しています」のつづき】

●阿波踊り　羽村連
いつも楽しく元気に。阿波踊りの基本は、屈伸運動で
す。足腰が強くなり、楽しく健康に、無理なくできる
時に踊りましょう。また、楽器（笛、太鼓、鉦叩きな
ど）もあります。／ 不定期午後6時30分～8時30分
／ 産業福祉センター／ タオル／ 羽村連連長 轟
誠（三鷹連）／ ℡042-579-2664 轟誠（まこと屋）
／  http://hamuraren.hamura-awaodori.com/

●歌声喫茶
童謡・唱歌・懐メロをみんな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。／ 第二・第四木曜日午後1時30分～4時
／ 中央館／ 羽村市及び近隣市町の人／ 1回300
円／ ℡070-2172-2622 吉田、または直接会場へ

●羽村市なぎなた連盟
日本の伝統武道にふれ、心身ともに健康に一緒にお稽古
しましょう。／ 毎週火曜日午後7時～8時30分／ 羽村
第二中学校 体育館内 地下 多目的室／ 月額2,000円／

公認なぎなた指導員 鹿野川美香（カノガワヨシカ)
／ ℡042-554-7343 鹿野川

●英語で朗読　PASTIME（パスタイム）
発音の基礎訓練を基に、平易な英語文を楽しみなが
らドラマティックに音読。英語で朗読・朗読劇の発表
会を行います。／ 毎週水曜日午後1時30分～4時／

コミュニティセンター等／ 主旨に賛同してくだ
さる方／ 月額3,000円／ 筆記用具、辞書／ 会員
同士、発表会にむけてはTimothy Harris（演出家、俳
優）／ ℡042-555-5358 穂浦(スイホ)、メール：
edrc2015@kfa.biglobe.ne.jp

●MJウルトラBBC
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。ご連絡のうえ、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／ 40人／ 月額
1,000円、スポーツ保険800円/年／ 体育館履き、水
筒、タオル等／ 谷 香／ ℡080-5180-0434 MJウ
ルトラBCC 松本（※午後7時以降）

●文（あや）の会
日常の中で感じたことなどを文章にして、会員同士で発
表しあい、年一回文集にしたりしています。／ 奇数
月第二火曜日午前10時～12時／ ゆとろぎ学習室／

月額750円／ 筆記用具／ 桜沢一昭先生／ ℡
042-555-2632 徳澤

●水彩画グループ
絵画を通じて、仲間を思いやり、丁寧な指導のもと
に、とても楽しい雰囲気の中で学んでいる仲良しグル
ープです。新年会、暑気払い、スケッチと、たまに教
室を飛び出して活動しています。お仲間になりません
か。／ 毎月第二・第四木曜日午後1時30分～3時30
分／ ゆとろぎ創作室／ 月額3,000円／ 加福ちづ
子／ ℡042-554-5668 浜中

●心と体の健康ヒーリング　彼岸志会
心と体の健康ヒーリングをしてみませんか。ヒーリン
グをすることで、自己回復力が活発化し、心が癒さ
れ、体がゆったりとします。一度、体験してみません
か。ヒーリングはワーク中心ですが、激しい動きなど
はありません。どなたでもご参加いただけます。／
原則、毎月第三水曜日午前10時～12時／ コミュニ
ティセンター／ 1回3,000円／ ドリンク、タオル／

ヒーリングワーク中は金属類を外してご参加くださ
い。／ メール：higashi2050002@gmail.com

●羽村市ダンススポーツ連盟
健康のために、「社交ダンス」を始めたい方、一から
お教えします。気軽に参加してください。社交ダンス
は運動として、パーティに参加して、楽しみ方はいろ
いろです。／ 毎週木曜日午後1時30分～3時30分／

ゆとろぎリハーサル室／ 初心者／ 1回500円／
スニーカー／ 馬場誠一・吉田恵子（JDSF公認指

導員）／ ℡090-4820-4750 吉田

●エレガンス・ヨーガサークル
楽しいヨガで脳も身体も元気に！／ 毎週火曜日午
後7時～8時30分／ コミュニティセンター／ 月額
2,500円、他に運営費として4か月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

●ワイワイシールT
健康のために水泳を始めたい方、初心者、大歓迎で
す。クロール、平泳ぎ、バタフライ、背泳ぎと水中運
動を行います。／ 毎週火曜日午前11時～午後1時
／ スイミングセンター／ 20歳～80歳／ 月額
3,000円／ 1,000円／ ゴーグル、帽子、水着／
宮崎京子／ ℡042-554-7250 荒木／ 体験はいつ
でもおいでください。

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

【前ページにも「団体のひろば」があります。ご覧ください。】

羽村市公式サイトからも
「市民活動」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」｢催し物情報」
「団体紹介」などを見ることがで
きます。ぜひ、ご覧ください！！


