
羽村市市民活動情報紙

編集
羽村市市民生活部地域振興課
市民活動センター係

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」

☀令和２年度市民提案型協働事業（再募集）の審査結果と
　今後の事業予定
☀「市民活動」と「オンライン」…？
☀ボランティア活動を始めてみませんか？
　「外国人おもてなし語学ボランティアweb」／「東京ボランティアポータル」の紹介

☀助成金情報
　広域的市民ネットワーク活動等事業助成／ボランティア基金「ゆめ応援ファンド」

☀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 042-555-1111　内線 631・632
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令和２年度

市民提案型協働事業（再募集）の審査結果

【担当】地域振興課市民活動センター係　℡ 042-555-1111（内線 631・632）

　市民提案型協働事業とは、地域課題や市民の多様化するニーズに、より効果的に対応するた
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って市と協働で事
業を実施するものです。
　再募集を行い、羽村市市民提案型協働事業審査会による審査の結果、下記の事業を採択しま
した。（事業の詳細については、下記担当までお問い合わせください。）

◆採択事業（提案 1 件／採択 1 件）◆※再募集分

　日本語ボランティアの現状や必要性、コロナ禍に
おけるオンラインでの活動方法などについて学ぶ講
座を行い、新たなボランティアの掘り起こしや団体
スタッフのレベルアップ、安全性を確保したボラン
ティア活動の環境整備を行います。

協働団体：日本語ボランティア翼の会・夜の部

ウィズコロナと日本語ボランティアについて知る講座

今後の事業予定

「フクシマ～尊厳の記録と記憶～」

� 写真展・映画会・講演会 協働団体：はむら復興サポート

　フォトジャーナリストである豊田直巳さんが被災地で撮影した写真を展示します。また、
貴重な映像をまとめた映画を上映した後に、豊田さんの講演会を行います。
　詳しくは、広報はむら 12 月１日号を確認してください。

●写真展
　日時：令和 3 年 1 月 6 日（水）～ 9 日（土）午前 10 時～午後 4 時
　　　　※展示最終日の 9 日（土）は、午後 3 時まで
　会場：生涯学習センターゆとろぎ（展示室）

●映画上映会・講演会（先着 70 人・無料）
　日時：令和 3 年 1 月 6 日（水）午後 1 時～ 3 時 30 分（受付：午後０時 30 分～）
　会場：生涯学習センターゆとろぎ（小ホール）

　※新型コロナウイルス感染症対策として、来場時にはマスクの着用など感染拡大防止対策にご協力ください。
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「市民活動」と「オンライン」…？
　新型コロナウイルス感染症の拡大により、市民活動においても同じ場所に集まることが難し
い状況が続いています。そんな中で、「オンライン」という言葉を聞いたことはありませんか？

　「オンライン」とは、パソコンやスマートフォンなどがインターネッ
トにつながっている状態のことです。メールを送受信したり、インター
ネットを使って情報を得るだけでなく、動画を見たり、講座を受講した
り、離れている人と会話を楽しむこともできます。

　市民活動でも、インターネットを活用したオンライン会議が注目され
ています。

≪オンライン会議とは…？≫

�オンライン会議の

 メリット・デメリット�

　オンライン会議では、パソコンやスマートフォンを使って、複数の人たちとお互いの
顔を見ながら打合せやイベントができます。また、資料を共有したり、文字でのやり取
りなども行うことができます。
　複数人でのやりとりに使えるオンライン会議ツールには、Z

ズ ー ム

oom や L
ラ イ ン

INE、S
ス カ イ プ

kype など、

さまざまなツール（手段・方法）があります。

■メリット
・インターネットに接続できる環境があ

れば、どこからでも参加が可能
・移動の時間や交通費などを削減できる
・遠距離の相手とも気軽にコミュニケー

ションが取れる
・対面で会わずにやり取りができるため、

感染症対策として効果的

■デメリット
・機材や環境を整える必要がある
・インターネットの接続環境に影響を受

けやすい（通信が不安定だと音声や映
像の乱れ等が生じることがある）

● 必要な機材（いずれか 1 点）
・パソコン（カメラ・マイク付）
・スマートフォン
・タブレット

● 必要な環境
・インターネット接続が可能な環境
　（有線または無線）
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　東京都は、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を見据え、市区町
村などと連携して都内各地で「外国人おもてなし語学ボランティア」育成講座を開催して
きました。（育成講座は令和２年３月で終了しました。）
　東京都では、専用サイト「外国人おもてなし語学ボランティア web」で育成講座やイベ
ントなどの動画、講座で使用した教材など、さまざまな情報を提供しています。

　東京都では、ボランティア活動を応援するためのポータルサ
イト「東京ボランティアポータル」を開設し、ボランティア活
動の幅広い魅力を伝える多様なコンテンツを掲載しています。
　特設コーナーでは、家にいながらでもできる支援活動や誰も
が参加しやすいボランティア活動「どこでも共助」のさまざま
な事例を紹介・発信しています。

≪「外国人おもてなし語学ボランティア」とは…≫
　街中で困っている外国人を見かけた際などに積極的に声をか
け、道案内等の手助けをしていただくボランティアです。

≪コンテンツの内容（一部抜粋）≫
・実際の講座を撮影した動画や教材（ダウンロード可）を掲載し

ていますので、講座を受講されていない方も体験できます。
・おもてなし活動の動画では、外国人の方から寄せられた感謝の

声や応援メッセージも収録しています。
・「東京都からのお知らせ」では、“おもてなし”に加え、外国人

とのコミュニケーションに役立つ情報を掲載しています。

ボランティア活動を始めてみませんか？
　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。今回は、過去に東京
都と共同で実施した「外国人おもてなし語学ボランティア」育成講座に関するウェブサイ
トなど、ボランティア活動に役立つウェブサイトについてご紹介します。

「外国人おもてなし
語学ボランティア web」

「東京ボランティアポータル」

↑外国人おもてなし
語学ボランティア web

QR コード

↑東京ボランティアポータル
QR コード

URL はこちら
　⇒ https://www.omotenashi-v.metro.tokyo.jp
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●申請期間
　令和 2 年 12 月 3 日（木）まで
　※当日消印有効

●助成金
　１団体 120 万円まで
　※ 100 万円までの事業費に 50％、100 万円を超える事業費に 10％の割合を乗じ、これらを合計し 
　　た額（１万円未満切り捨て）が助成額となります。

●助成期間
　最初の助成を受けてから、最長 5 年（年度）間
　※決定は、年度毎に行います。

●申請方法
　申請書類、添付書類をそろえて、下記提出先に郵送または持参してください。
　※申請書類等は、東京市町村自治調査会ホームページ（https://www.tama-100.or.jp/）　
　　からダウンロードすることができます。
　※申請書類の掲載ページは、「広域的市民ネットワーク活動等事業助成 申請書」で検索して、 
 ご確認ください。

●問合せ・提出先
　対象団体や助成条件など、詳しくは、下記へ問い合わせてください。

　【公益財団法人 東京市町村自治調査会　事業部企画課】
　　〒 183-0052　東京都府中市新町 2-77-1（東京自治会館内）
　　℡ 042-382-7781

　公益財団法人東京市町村自治調査会では、「多摩地域を元気にしたい！」「人の役に立ち
たい！」そんな市民活動を行っている皆さんのイベントや事業を応援しています。
　市町村の枠を越えて行われる多摩地域の市民交流やまちづくりの推進につながる事業（文
化・スポーツ・環境・福祉・生涯学習・子育て・防災活動等の発表の場など）について、
活動経費の一部を助成します。

～広域的市民ネットワーク活動等事業助成～

≪助成金情報≫




