
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」

☀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
　開催します。
☀特集「多文化共生のまちづくり」その８
　「福生市・羽村市多文化共生実態調査」の結果紹介

☀市民活動団体の社会貢献活動紹介
　「さくらマジッククラブ」「はむらメンタルサポートの会 トワ・エ・モワ」
　「NPO 法人 市民パトロールセンターはむら」を紹介します。

☀好きな分野や特技を生かして活動してみませんか？
　東京 2020 大会関連イベントで活動するボランティア「2020 はむらサポーター」募集

☀団体のひろば
☀令和 3 年度市民提案型協働事業 再募集のお知らせ

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

No.59
令和３年（2021年）

５月15日発行

-1-



-2-羽村市市民活動情報紙 きずな No.59（令和３年５月 15 日発行）

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住民や外
国人観光客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。育成講座では、外国人に対する「おもてなし」の心を身に付
けるため、外国人とのコミュニケーションに関する基礎知識や異文化理解について
学びます。
　多くの皆さんの申込みをお待ちしています。

■ 日時
　令和３年６月 25 日（金）午後 1 時～ 4 時 30 分

■ 会場
　生涯学習センターゆとろぎ 講座室１

■ 対象
　市内在住・在勤・在学の方

■ 定員
　20 人（応募多数の場合は、抽選）

■ 講師
　辻井 清江先生（東京パスポート学院）

■ 申込み・問合せ
令和 3 年 6 月 18 日（金）午後 5 時までに、
電話、メールまたは直接地域振興課市民活動センター係へ
℡ 042-555-1111（内線 632）、ﾒｰﾙ s107000@city.hamura.tokyo.jp
※受付時間は、土・日曜日を除く、午前 8 時 30 分～午後 5 時です。

■ 注意事項
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、事前の検温やマスクの着用にご
協力ください。また、今後の感染状況により、内容変更等が生じる場合があり
ますので、予めご承知おきください。

過去の講座の様子

≪参加した方の声≫
・	困っている人がいたら勇気をもって話し
かけてみようと思った。

・	ボランティア精神について理解できた。
・	中学校で習った英語が役に立つことが
分かって嬉しかった。　など
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市民活動団体の社会貢献活動紹介

さくらマジッククラブ

はむらメンタルサポートの会
トワ・エ・モワ

　マジックはもちろん、玉すだれやジャグリングなども練習し、高齢者施設・保育園・地
域のイベントなどで、ボランティアをさせていただいています。
　文化祭・ワンコイン手品体験・玉すだれの
講習・チャリティーショーなど、色々と挑戦
しています。仲良く、和気あいあいと楽しい
会です。ボランティアのご依頼や入会など、
ご連絡をお待ちしています。

　心の病は、気分などに大きな波が出ること
から、自分に合ったライフスタイルを見つけ
ることが困難です。そのため、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。
　私たちの会は、精神障害を抱える本人・家族・
ボランティアが一緒になり、居場所となるサ
ロンを市内にオープンしました。
　このサロンで
自由にのんびり
休養して、「ここ
ろの元気」を取
り戻しましょう。

【団体紹介】
　毎月、第 1・3 金曜日の午後 7 時～ 8
時 30 分に羽村市福祉センターで定例会
を行っています。
　羽村市ボランティア協議会に所属。み
んなで楽しく、不思議に挑戦。脳トレや
健康にもつながり、地域との絆を大切に
活動しています。
　講師は、公益社団法人 日本奇術協会
師範の浅井 精治先生です。

問合せ先
　さくらマジッククラブ　会長　小俣 道代
　℡ 090-6543-5771

【団体紹介】
　トワ・エ・モワのサロンは、以下のと
おり行っています。興味のある方は、問
合せ先までご連絡ください。
日時：木曜日の午前 10 時～午後 3 時
 （不定期）
会場：羽村市富士見平 1-4-1 コーポ松沢 
 103（よりみちサロンふじみ内）

問合せ先
　トワ・エ・モワ　代表　石黒 武
　℡ 070-1559-5743
　ﾒｰﾙ towaemowa.hamura@gmail.com

活動の様子

サロンの様子
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好きな分野や特技を生かして活動してみませんか？

NPO 法人 市民パトロールセンターはむら
　青パトや徒歩パトで市内をパトロールするとともに、防犯等に対する啓発活動を行って
います。令和３年度は、法人設立から 10 年の節目の年に当たりますが、現在、隊員の高齢
化等により、隊員数が減少傾向にあります。一緒に活動していただける方、法人の運営や
活動を支援していただける正会員・賛助会員を随時募集していますので、ご協力、よろし
くお願いします。
≪主な活動内容≫

【青パト】
…青色回転灯を装着した
パトロール車（青パト）
で、昼夜巡回パトロール
をしています。

【徒歩パト】
…路地や公園などをきめ細かく、徒歩によ
りパトロールをしています。

【ワンワンパト・自転車パト】
…犬の散歩時や自転車を利用する時など、
日常の生活の中でパトロールし、異変等を
連絡していただく協力員制度です。

【団体紹介】
　「自分たちの街は、自分たちで守る」を
基本理念に、犯罪の予防・交通安全及び火
災予防のためのパトロール活動等を行って
いる団体です。各パトロール活動の時間帯
など、詳しくは、問い合わせてください。

問合せ先
　ＮＰＯ法人 市民パトロールセンターはむら
 （中央センター：羽村市緑ヶ丘５-２-２）
　℡ 042-555-8101
　ﾒｰﾙ patosen-hamura＠tokyo.email.ne.jp

東京2020大会関連イベントで活動する「2020はむらサポーター」募集
　「2020 はむらサポーター」は、東京 2020 大会を羽村市から盛
り上げていくボランティアで、令和元年度から市主催の事業をサ
ポートしていただいています。サポーターの皆さんからは、「気軽
に参加できた。」「楽しく、ワクワクする時間でした。」「人との交流
ができて楽しかった！」という声をいただいています。
　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。
　一緒にはじめてみませんか？

選手にエールを送りたい方・歌が好きな方は…
キルギス共和国男子柔道ナショナルチーム

「事前キャンプ」時のおもてなしとして
キルギス国歌を斉唱
〇活 動 日　令和３年７月（予定）
〇活動内容　キルギス国歌を斉唱
〇活動場所　市役所玄関前（予定）
※６月３日 (木) と 10 日 (木) に行う「キルギ
ス国歌の練習会」の参加を前提とさせていた
だきます。詳しくは、広報はむら５月 15 日
号をご覧ください。

採火式に関わってみたい方は…
パラリンピック聖火リレー「採火式」での
サポート活動
〇活 動 日　令和３年８月 20 日 (金) 午前
〇活動内容　舞ぎり式での火起こしの
 サポートなど
〇活動場所　スポーツセンター前庭
※令和３年８月募集予定です。詳しくは、広
報はむら８月１日号でお知らせします。

青パトでの活動の様子

【問合せ先】
　東京オリンピック・パラリンピック準備室
　℡ 042-555-1111（内線 344）




