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☀市民参画の推進に関する事業紹介
　実施した３つの事業について紹介します。
☀市民活動団体の社会貢献活動紹介
　「稲荷緑地の会」「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。
☀ボランティア活動を始めてみませんか？
　水道水のおいしさを一緒にPRしませんか？「羽村市水道応援団」を紹介します。
☀団体のひろば
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市民参画の推進に関する事業①市民参画の推進に関する事業①市民参画の推進に関する事業①市民参画の推進に関する事業①市民参画の推進に関する事業①市民参画の推進に関する事業①
　東京都立羽村高等学校との連携事業　東京都立羽村高等学校との連携事業　東京都立羽村高等学校との連携事業

「はむらまちづくりワークショップ」「はむらまちづくりワークショップ」「はむらまちづくりワークショップ」

市民参画の推進に関する事業紹介市民参画の推進に関する事業紹介市民参画の推進に関する事業紹介

市民参画？　参画って？
　分かりやすく「地域のお祭り」を例に考えてみると、「お祭りが
やっているから行ってみよう」というのが「参加」、お祭り当日だ
けではなく、企画や準備段階から自分のアイデアを提案し、積極的
に関わっていくことが「参画」です。

　市民参画とは、市民の皆さんが、行政に意見を述べることを含め、
政策の形成過程への関与など責任のある役割を担うことをいいます。
市の審議会や事業の実行委員会などの委員になる、市からのアンケ
ートに答えることなども重要な市民参画の一つです。

　市では、世代を超えて、広く市民がまちづくりに参加する意識をつくり出し、市民の意見を
市政に反映させる機会を創出する観点から市民参画の推進に関する事業に取り組んでいます。
今回は、その一環として実施した、3つの事業を紹介します。

　都立羽村高等学校の２年生の生徒の皆さんが、羽
村市について主体的に考えるワークショップを行い
ました。
　市職員より、羽村市と都立羽村高等学校とのつな
がりを紹介した後に、「羽村市のイメージ」「将来
住みたいまち」「住みたいまちを描いてみよう」な
どのテーマでグループ毎に意見を出し合いました。
　グループワークの最後には、それぞれが理想とす
る住みたいまちに、羽村市を近づけるための発表を
行いました。
　自分たちの発表にどのように携われるかなどにつ
いても話し合い、市民参画のキッカケとなりました。

　東京都立羽村高等学校と連携して、生徒同士で市について話し合う中でまちづくりに関する
興味や関心を醸成し、ひいては市民参画のキッカケとする「はむらまちづくりワークショッ
プ」を実施しました。
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「はむら若者“「はむら若者“「はむら若者“輝輝輝
かがやきかがやきかがやき

”会議」”会議」”会議」
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　プラチナ未来スクール　プラチナ未来スクール　プラチナ未来スクール

「ファシリテーター養成講座」「ファシリテーター養成講座」「ファシリテーター養成講座」

　会議では、市内在住・在勤の18～39歳位の方を中心に、14
人の方に応募・参画いただき、若者が市政に参画するための手
法や仕組みづくりについて、検討しています。
　市職員から「羽村市の現状・課題」「市の取組み内容」など
を紹介し、若者が参画するために必要なステップなどを検討し
てきました。
　また、若者の参画促進を具体的に検討・検証するため、市内
企業の従業員の方を対象としたイベント「はむらガチャトーー
ーーク」（ワークショップ）を企画・実施しました。
　引き続き、若い世代を中心としたメンバーとともに若者の市
政参画の推進について検討していきます。

　この講座では、全７回の講座を通して「意見の引き出し
方」「対話の進め方」などのファシリテーションの技術を
学ぶとともに、実際に受講者がファシリテーター役として
ワークショップを計画・実践するなど、地域活動等に参画
した時の話し合いの場を体験しました。
　講座には、若者からシニア層までの17人が受講し、受
講者同士が積極的に意見交換や交流をしていました。受講
者からは、「学んだことを地域の活性化に役立てたい」な
どの意見をいただきました。

※ファシリテーターとは…意見を整理し、対話を促進させる人。
※本事業は、東京都市長会の「多摩・島しょ広域連携活動助成金」を活用して実施しました。

　「はむら若者“輝”会議」は、若者の目線で市民参画を考える事業として、平成29年度から
開始し、平成29年度は３回、平成30年度は７回の会議とイベント「はむらガチャトーーーー
ク」を実施しました。

　羽村市と青梅市が共同で、地域のためにサポートしたいという市民の方を対象に、対話の場
づくりに大切なファシリテーションスキルを学ぶ、プラチナ未来スクール「ファシリテーター
養成講座」を実施しました。
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福祉ボランティアグループ ふれあいサロン

市民活動団体の社会貢献活動紹介

　豊かな緑を育てよう！ 立川崖線（羽村崖線）の羽村第一中学校南面から東小学校につながる稲荷緑地
は、シュロや雑木が密生していました。12年前より、本会が整備、保全活動を続けてきた結果、樹林地
として適正な空間を取り戻してきました。3本の遊歩道の設置や整備など、時季に合わせた作業を続け
ています。市内でも、緑豊かなこの地を守り育てていくため、多くの方の参加を募っています。

　私たちは、市民の皆様から頂いた布、毛糸などで、袋物や小物などを作っています。作った作品は、
産業祭や福祉まつりなどのイベント会場のほか、羽村市社会福祉協議会で販売しています。また、使用
済み切手を分別・整理して業者へ渡すお手伝いをしています。販売した売上げの全額を社会福祉協議会
へ寄付し、福祉に還元する形で活動しています。

毎月第2金曜日に、市民、企業、近隣町内
会のボランティアと行政の協働で剪定、
下草刈り、遊歩道整備、植樹などを実施
しています。（用具は本会で貸与。）

問合せ先
　稲荷緑地の会
　　代表　吉澤則明　℡ 042-555-6658
　羽村市環境保全課　℡ 042-555-1111
　　　　　　　　　　　　　（内線226）

　本グループは、現在約40人のメンバー
で、週2回（水・金曜日）、羽村市福祉セ
ンター（羽村市社会福祉協議会）に集ま
って活動しています。
　興味のある方は、参加してみませんか。

問合せ先
　羽村市社会福祉協議会 ℡ 042-554-0304

【団体紹介】

【団体紹介】

バザーの様子

活動風景

遊歩道の様子
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　ボランティア活動は、人助けをしながら自分も楽しめる活動です。前回に引き続き、現在、募
集しているボランティアについてご紹介します。自分の好きな分野や特技を生かして、興味・関
心のあるボランティア活動を始めてみませんか？

羽村市水道応援団　参加者募集中！
水道水のおいしさを一緒にPRしませんか？

ボランティア活動を始めてみませんか？

　羽村市の水道について、市の職員とともに、応援（サポート）していただける方を募集しています。
羽村市の水道をお使いの方なら、どなたでも参加できます。
　「安くて安全でおいしい水」をいつまでも使っていくために、あなたの知識や経験、活動力を役立て
てみませんか。

■ 活動内容
・体験型PR活動
（飲み比べ「きき水」、水はむら販売）
・ＳＮＳなどを活用したＰＲ活動
・担当職員との意見交換　　　など

■ その他
・報酬はありません。
・参加できる範囲でＯＫです。

■ 活動スケジュール
・水道週間（6月1日～7日）
・はむら夏まつり、羽村市産業祭
・水道施設見学会及び意見交換会
　（年1～2回）　　　　　　など

【問合せ先】
　水道事務所　上下水道業務課
　℡ 042-554-2269（浦辻・小林）

飲み比べ「きき水｣

膜ろ過施設

　水道事務所・
第１配水場配水塔

羽村市水道応援団　参加者募集中！羽村市水道応援団　参加者募集中！
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団体のひろば

おでかけください
●第19回萌作品展
今年、創設20周年を迎えた水彩画サークル萌は、自
由な題材（静物、風景）で楽しく絵を描いておりま
す。／ 5月2日㈭～5日㈰午前10時～午後5時（※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）／ 無料／ 水彩画サークル萌／
℡042-555-3019 今村三造

●水彩画展
月2回楽しみながら、ゆとろぎ教室で花や静物を描
いたり、多摩川でスケッチをした水彩画の展示を行
います。／ 5月7日㈫～12日㈰午前10時～午後5時
（※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）／ 無料／ 彩画会／ ℡

042-555-6813 市川

募集しています
羽村大正琴カトレア会
大正琴に触れて音を出してみたい方思い切っておで
かけ下さい。ご一緒に楽しみましょう。見学も歓迎
します。／ 第1・3金曜日午後1時～3時／ コミュ
ニティセンター視聴覚室／ 月額3,500円／ 1,000
円／ 鮫島和子（指導師範指導講師）／ 大正琴は
無料で貸し出します。／ ℡042-554-0262 桜沢紀
子

●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。いつでも初心者大歓迎です。
／ 毎週火曜日午前10時～12時／ スイミングセン
ター／ 女性／ 月額2,000円／ 1,000円／ 水
着、ゴーグル／ 藤森眞佐代／ ℡042-555-2757
（島田）、0428-27-5119（渋谷）

●しあわせの会
簡単な唄い方やポイントを歌の基本を通して学び、
歌う事の楽しさを健康につなげて仲間と一緒に歩み
ましょう。／ 第1月曜日午後1時～3時30分／ コ
ミュニティセンター／ どなたでも／ 20人／
月額500円／ 筆記用具／ 千羽優希／ ℡090-
9375-6928 千羽

●(一社)はむら総合型スポーツクラブはむすぽ
H31年度の会員募集を開始しました。詳細はホームペ
ージをご覧ください。さあ、一緒に運動しましょう！
／ 月～土曜日（各プログラムによる。詳細はホーム
ページにて。）／ スポーツセンター他／ 幼児～シ
ニア／ 年会費3,000円(一般会員)、6,000円(ファミ
リー会員)、別途参加費が必要／ 室内履き、水分、
汗拭きタオル等／ 有資格者、経験豊富な指導者が
指導いたします。／ 全21種類のプログラムがありま
す。まずはお電話ください！URL：http://hamu-spo.
sakura.ne.jp/／ ℡042-519-5712 はむすぽ連絡事
務所（※午後3時～5時）

●羽村市シルバーダンスクラブ
初心者および経験者の方を募集。ダンスは生涯にわ
たって楽しめるのが何よりの魅力です。見学も随時歓
迎。／ 水曜日（月4回・初～中級者）、土曜日（月4
回・経験者級）、いずれも午前9時30分～11時30分／
コミュニティセンター他／ 市内在住の方で、55歳
以上～80歳程度の男女／ 10人／ 月額1,000円／
2,000円／ ダンスシューズ／ 7月末日までに℡

090-1842-9430 宇津木、090-3312-4782 逸見（あ
るいは直接会場へ）

●羽村短歌サークル
短歌会のおさそい。初心者歓迎です。年齢に関わらず、
どなたでも気軽にご参加ください。／ 第2金曜日午
後1時30分～4時／ ゆとろぎ学習室／ 月額1,100円
／ 久保田登（現代歌人協会、歌集まづかり）／ ℡
042-554-3446 荒井恭子

●West Tokyo Toastmasters Club
コミュニケーションとリーダーシップ技術を学ぶ英語サ
ークルです。英語のスピーチに興味のある方を募集中。
／ 第1・3土曜日午後2時～4時30分／ ゆとろぎ／
18歳以上／ 月額1,300円／ 2,400円／ ℡090-851
9-2909 當間、メール：contact-2189@toastmasterscl
ubs.org、URL： https://westtokyotoastmasters.wor
dpress.com

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　 その他　 問合せ・申込


