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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」

☀羽村市公共施設予約システムでコミュニティセンターの
　施設予約ができるようになります。 
☀コミュニティセンターをご活用ください。
☀市民活動団体の社会貢献活動
　　 音楽ボランティア「どるちぇ」/ はむらメンタルサポートの会　トワ・エ・モワを紹介します。　　

☀ちょっとマメ知識「市民活動」って何？
☀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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羽村市公共施設予約システムで
コミュニティセンターの施設予約ができるようになります。

　12月 11日（月）より、羽村市公共施設予約システムでコミュニティセンターの
施設予約ができるようになります。

　公共施設予約システムでは、パソコンや電話連絡で利用したい施設の空き状況の
確認や予約可能期間にある施設を仮に押さえることができます。
　※予約後２週間以内の使用する前日までに使用料金を添えて正式に利用申込みす
　　る必要があります。

　また、窓口で団体名・利用時間や希望施設などをお伝えいただければ、利用申請
書をご記入いただく必要がなくなります。
　その他、施設の予約開始日に一斉受付を行っていましたが、1月４日の一斉受付
以降は、事前に希望日を申込みする抽選予約が可能になり、予約開始日に抽選で利
用者を決定しますので、予約開始日にコミュニティセンターに来
る必要が無くなります。

　※パソコンで仮に部屋を押さえる場合や抽選予約を申込み
　　する場合は、「予約システム使用登録」が必要になります。

コミュニティセンター
公共施設予約システム利用説明会を開催します。

公共施設予約システムの導入スケジュール

11月 15日（水）～
公共施設予約システム使用登録申請開始
※ 受付はコミュニティセンターで行います。

12月11日（月）～ 公共施設予約システム運用開始

１月 ４ 日（木）
ＡＭ9:00～

一斉受付（研修室等：３月分、ホール：３月～５月分）
※従来通り窓口で受付けします。

1月20日～31日
抽選予約受付（研修室等：４月分、ホール：４月～６月分）
※インターネットを使わない窓口での申し出も可能です。

２月１日（木）
抽選
※パソコンにより自動で抽選します。

　日　時：平成２９年１１月２２日（水） 午後 7 時～８時
　場　所：コミュニティセンター　第一研修室
　　※ 申込み不要、持ち物不要です。
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　羽村市コミュニティセンターはホールと大小含めて９部屋をご用意しております。
市民活動の場として利用したり、会議などで利用するなど活用の方法は様々です。利用時
間に関しては、午前・午後・夜間の３つからご選択することが出来ます。是非、ご活用ください。

コミュニティセンターをご活用ください。

　電動椅子使用時で 180 人、電動椅子収納時で 210 人
の利用ができます。椅子を出せば講演会・発表会にご利
用できます。ホール状態ではダンスやパーティーにご利

用できます。音響・照明の操作は利用者ご自身でお願いします。（２カ月に一度、講習会を行っ
ています。）※営利を目的とした利用はできませんのでご注意ください。

　２階には様々な活動が出来る研修室、お茶会に利用で
きる和室（第二研修室）、料理ができる調理研修室、楽器
の練習ができる視聴覚室などがあります。１階には老人

集会室（夜間のみの貸出し）や和室（第一老人研修室・第二老人集会室）などもあります
ので是非、ご活用ください。

コミュニティセンター貸出し部屋紹介

ホ ー ル

研修室等

3F ホール（椅子あり）

相談室

老人集会室
（夜間のみ貸出し）

第一老人研修室
（夜間のみ貸出し）

第二老人研修室
（夜間のみ貸出し）

3F ホール（椅子収納時）

第一研修室全面

視聴覚室

第一研修室半面

調理研修室

第二研修室



市民活動団体の社会貢献活動紹介
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音楽ボランティア「どるちぇ」

はむらメンタルサポートの会　トワ・エ・モワ

　音楽の楽しさを多くの皆さんにお届けしたい気持ちで地域の交流会や、高齢者施設、公
共施設などで演奏したり、一緒に歌ったり、音楽指導をしています。音楽祭、文化祭などへ
の参加、福祉祭、福祉文化祭りなどへの協力も含め年間 120 回以上の活動をしています。
学校等への講師としての協力、コンクールでの審査委員としての協力などもしています。

　心の病は、心と体の調子や気分などに大きな波が出るため、自分に合った働く場所を
見つけることが困難です。安心できる居場所でゆったりと過ごせる時間と理解者が必要
です。精神障害に悩む本人、家族、ボランティアが一緒に
なり居場所となる「サロン」を市内に開設しました。この
サロンでは自由にのんびり休養して心の元気を取り戻すこ
とに専念してもらいます。

【団体紹介】
　ジャンルを問わず音楽を必
要としている皆さんの要望にお
答えする形で活動しています。
　月会費 1,000 円。

問合せ先
　音楽ボランティア“どるちぇ”
　代表　井上寛子
　℡ 042-554-8913

【団体紹介】
トワ・エ・モワサロン オープン
開館日：毎週　月曜日・木曜日
の 10 時～ 15 時
　場所：富士見平 1-4-1 コーポ
松沢（よりみちサロンふじみ内）

問合せ先
　はむらメンタルサポートの会
トワ・エ・モワ代表　大槻今日子
℡ 042-555-4308（大槻）
℡ 042-555-4341（中西）

高齢者施設での演奏

安心して過ごせるようにと会員が描いた
トワ・エ・モワのシンボルマーク

地域交流会での様子

本人講演会の様子
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【ちょっとマメ知識】

「協働」って何？

ま と め

「市民活動」って、何？

なぜ「市民活動」が必要なの？

「市民活動」と「ボランティア活動」の違いって何？

　羽村市では、「市民が自発的に行う、ボランティア活動を含む社会
や地域や人々の生活のために行う善意の活動」を指します。
　※営利目的や政治、宗教活動を目的とした活動は除きます。

　地域で人々が抱える課題が多様化する中で、行政の役割に加え、市民がお互いに
助け合う「市民活動」が課題解決の有効手段として、大きな役割を果たしています。
　また、市民活動を通して地域にふれあうことで、郷土愛やコミュニティが生まれ
ます。

　ボランティア活動が「個人が個人のために、または単発的に行うことのある活動」
に対して、市民活動は「社会的な課題の解決に向けて、組織的・継続的に取り組む
活動」になります。
　また、団体を運営するために営利でない範囲で有償のサービスを行う場合もあり
ます。
　ボランティア活動は市民活動の一部と考えられます。

　地域の課題によっては、市民活動を行う団体と行政が互いに協力しあうことで、
より効果的なサービスを行うことがあります。
　このように、同じ目的に向かって複数の団体が協力して、地域の課題解決を進め
ていくことを「協働」と言います。
　また、協働を行う団体は行政とだけではなく、団体同士や事業所との協力なども
含まれます。

　市民活動は社会や地域の課題解決を市民が互いに助け合うことで、
地域の活性化につながり、人々を元気にします。
　また、協働で事業を行うなど、より幅広い活動が可能であり、市民
一人ひとりが持っている知識と経験がいかされます。
　「市民活動」がより広がるためには、市民の地域への参加意識が大
事だと思われます。

？
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●早稲田大学ハイソサエティ・オーケストラ
Ｘmas Jazz コンサートin Hamura

“ハイソ”はジャズ界で広く知られる学生ジャズビックバ
ンドです。今回は10名編成によるクリスマス・ジャズ
の曲を主にした元気で楽しくなる演奏会です。／ 平
成29年１２月９日（土）午後２時～４時／ 羽村市コミュ
ニティセンターホール／ 羽村市民／ 先着180人／
前売り券800円、当日券1,000円／ 羽村稲門会

／ 青梅稲門会・福生稲門会・あきる野稲門会／ ℡
042-555-8864カフェヨコタン

●羽村市総合体育大会・羽村市スキー連盟杯
羽村市総合体育大会・羽村市スキー連盟杯を行いま
す。※この大会は東京都民体育大会の予選を兼ねてい
ます。是非、ご参加ください。／ 平成30年１月14日
（日）／ 長野県菅平高原スキー場／ 小・中学生、
高校生とその保護者／ 1,000円（ただし、高校生以
下は無料）／ 羽村市スキー連盟／ 電話連絡のうえ
ファックス（1/7まで）℡042-554-9037 菅沼

●ジュニアスキー教室 & 記録会
羽村市スキー連盟に所属している全日本スキー連盟認
定の指導員が指導するので、スキーが初めての方でも
気軽に参加できます。／ 平成30年1月13日（土）～
14日（日）／ 長野県菅平高原スキー場／ 小・中学
生、高校生とその保護者／ 羽村市スキー連盟に所属
している全日本スキー連盟認定の指導員／ 小・中学
生15,000円、大人16,000円／ 羽村市スキー連盟
／ 電話連絡のうえファックス（12/18まで）℡0428-
76-2522田村

●登校拒否・不登校・高校中退者・その他進
路について学びたい方のための進路学習会

元定時制高校教員・中学校教員・不登校経験者の方々
のお話を聞きながら、一緒に学び考えてみましょう。／
平成29年11月26日（日）午後１時30分～4時30

分／ 青梅市福祉センター／ 進路について学びたい
方／ 先着30人／ 500円／ 元定時制高校教員・
中学校教員・不登校経験者／ 登校拒否・不登校を
考える西多摩の会／ 登校拒否・不登校を考える親の
会「ポコ・ア・ポコ」／ ℡090-9814-8752（井出）
℡0428-23-1054（ 駒 井 ）mail  pokoapoko24@
gmail.com

●第二回英語で朗読・朗読劇発表会
英語で、日本の民話等の朗読、人形劇、寸劇を、各
自、もしくはグループで発表します。是非聴きに来
て下さい。／ 平成29年12月2日（土）午後２時～
４時／ ゆとろぎＢ1Ｆレセプションホール／ 未就
学児童を除く／ 無料、申込み不要、直接会場へ／
PASTIME ／ ℡042-555-5358穂浦（スイホ）

mail:edrc2015@kfa.biglobe.ne.jp

●新春うたごえ大合唱
歌声喫茶では、参加者全員による「新春うたごえ大合
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 : 一月一日、
ふじの山、早春賦、春の歌、どこかで春が、若葉、お
お牧場はみどり、荒城の月、故郷の空、埴生の宿、浜
千鳥、浜辺の歌、旅愁、他です。／ 平成30年1月5
日（金）午後1時30分～４時／ ゆとろぎ小ホール／
先着250名／ 無料／ 070-2172-2622吉田／
歌声喫茶

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

●はむら女声コーラス
「一人で歌うのは好き」という方、ハーモニーの楽しさ味
わいませんか。正しい歌い方学べます。見学歓迎です／
毎週月曜日午前9時30分～12時／ 羽村市福祉センター　
他／ 女性／ 5,000円／月／ 指導　橋本美香先生　ピ
アノ　五十嵐恵子先生／ ℡0428（31）6747安西令子

●羽村富士見剣道教室
昭和50年創設、礼儀作法が身につくだけではなく、心
身共に成長することができます。級、段も取得できます。
／ 毎週火・金曜日午後6時45分～8時30分／ 富
士見小学校体育館／ 小学生・中学生／ 1,500円、
年一回保険料などがかかります。／ 剣道防具一式、貸
出しあります。／ 指導員：神林、嶋田、鈴木、栗原／
℡090-4071-6320（田村）℡090-7806-7103（小

篠）／ お気軽に見学にいらして下さい。

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


