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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」

☀令和4年度 市民提案型協働事業 募集のお知らせ
☀市民活動に役立つ関連書籍の紹介
☀特集「多文化共生のまちづくり」その１０

令和 3 年度のふっさ・はむら多文化共生事業協議会事業の紹介

☀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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■ 募集する事業
　市民活動団体が主体となり、市と協働で事業を実施することで、地域課題の解決を
図り、魅力あるまちづくりにつなげていく事業

■ 応募できる団体
　応募できる団体は、次に掲げる要件を満たす団体です。
● 羽村市内で市民活動を行っていること
● 協働事業を実施するために必要な数の会員が在籍していること
● 組織等の運営に関する規約等があること
● 会計処理が適正に行われていること
● 営利、宗教、政治、選挙活動を目的としていないこと
● 暴力団でないこと及び団体に暴力団関係者に該当する者が所属していないこと

■ 対象となる事業
　次の１～４のすべてに該当する事業です。
１．市民を対象とした事業及び市内で実施される公益事業
２．令和 5年 2月末までに実施し、完了できる事業
３．市と協働で実施することにより地域課題などの解決の一助が図られ、市及び市民

活動団体双方の事業の推進に相乗効果が期待できる事業
４．収支の見積り等が適正であり、提案した市民活動団体が実施可能な事業

■ 助成金（予定額）
　１事業につき、上限 16万円
　※市議会で、令和４年度予算が成立した場合に限り、助成事業を実施します。

■ 応募方法
　応募団体は事前に相談のうえ、令和４年２月 28日（月）までに、下記担当窓口で
配布する必要書類を提出してください。

■ 問合せ
　応募要件など、詳しくは市公式サイトを確認するか、問い合わせてください。
　地域振興課市民活動センター係　℡ 042-555-1111（内線 631・632）
　※受付時間は、土・日曜日、祝日を除く、午前 8時 30分～午後 5時 15分です。

　市では、令和４年度の「市民提案型協働事業」を募集しています。
　市と力を合わせて、地域課題の解決や魅力あるまちづくりに取
り組んでみませんか？　たくさんのご提案をお待ちしています！

令和４年度　市民提案型協働事業の募集
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市民活動に役立つ関連書籍の紹介

羽村市図書館所蔵資料からご紹介！

◆「今すぐ使えるかんたん
　　Zoom & Microsoft Teams が
　　これ 1冊でマスターできる本」
 （マイカ 他／著　技術評論社）

　「Zoom」と「Microsoft Teams」の基本的な操作方法について、

丁寧に解説している入門書です。安心してビデオ会議やミーティン

グを行いたい方におすすめの書籍です。

◆「できるfi t Zoom基本 + 活用ワザ」
 （田口和裕 他／著　インプレス）

　「Zoom」の使い方を丁寧に解説。Zoomの基本的な知識からセキュ

リティの設定など、安心・安全に使う方法についても、詳しく紹介

しています。既に使い始めている方にもおすすめの書籍です。

　コロナ禍で集まることが難しい中、ビデオ会議を利用する方が増え
ています。Zoomは、手軽に複数人とビデオ会議を行うときに便利な
ツールです。
　月額料金が無料のプランもあり、大勢の人たちに利用されています。
　お互いの表情を見ながら会話ができるため、市民活動の打合せや活
動自粛中のコミュニケーションツールとしても便利です。
　また、一か所に集まらなくても会議ができるため、参加者は一定の
環境が整えば、時間や場所の制約を受けにくいことも魅力の一つです。
　コロナ禍の今だからこそ、チャレンジしてみてはいかがでしょうか？

問合せ
　本の貸出しについて（羽村市図書館）　℡ 042-554-2280
　その他について（地域振興課）　℡ 042-555-1111（内線 631・632）
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【問合せ】地域振興課市民活動センター係　℡ 042-555-1111（内線 632）

特集「多文化共生のまちづくり」その１０

多文化共生に関する啓発動画の制作
　令和 2年度に実施した「福生市・羽村市多文化共生実態調査」
の結果をもとに、日本人向け・外国人向けの啓発動画を制作し、
市公式YouTube チャンネルで公開しています。

　市では、市民活動団体等と連携を図りながら、外国人住民が安心して過ごせる環境を整え
るため、さまざまな取組みを行っています。今回は、羽村市と福生市が設置する「ふっさ・
はむら多文化共生事業協議会」で取り組んだ令和 3年度事業について紹介します。

● 外国人向け動画（羽村市版）
　　「外国人のための羽村市生活ガイド」
　「ごみの出し方」「健康保険・年金・税金」「地震や台風のとき」などについて、やさし
い日本語で解説しています。また、やさしい日本語と 7つの言語の字幕をつけています。

● 日本人向け動画（羽村市版）
　　「HAMURAでの暮らし～こんにちは！から始めよう～」
　羽村市に住む外国人住民の方に「地域での過ごし方」や「周りの日本人との関わり」
などについてインタビューを行いました。外国人住民の方を身近に感じていただくとと
もに、コミュニケーションに有効な「やさしい日本語」を紹介しています。

※啓発動画は、貸出用のDVDもご用意しています。ご希望の場合は、下記担当に問い
合わせてください。

【動画イメージ】

【動画イメージ】

【動画QR ｺｰﾄﾞ】

【動画QR ｺｰﾄﾞ】
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【問合せ】地域振興課市民活動センター係　℡ 042-555-1111（内線 632）

多文化共生講座の実施

多文化共生コラム
執筆者：一橋大学国際教育交流センター

 准教授　栁
やなぎ

田
だ

直
なお

美
み

さん

　令和 4 年 1 月に、羽村市で開催した多文化共生講座の講師である、

栁
やなぎだ

田直
なお

美
み

さんに「やさしい日本語」などについてのコラムを執筆いただき
ました。市公式サイトで掲載していますので、ぜひご覧ください。

「ふっさ・はむら多文化共生事業協議会」とは…
　羽村市・福生市に住む日本人・外国人の共生に係る課題等を把握し、解決に向けて必
要な取組みを検討・実施していくことを目的に設立した協議会です。

【コラムQRｺｰﾄﾞ】

● 「やさしい日本語講座」 令和 4年 1月7日・14日　羽村市生涯学習センターゆとろぎ

　一橋大学国際教育交流センター准教授の栁
やなぎ

田
だ

直
なお

美
み

さんに、やさしい日本語の基礎知識
や書き換え方、外国人への話し方ややさしい日本語の話し方などについて、具体的な例
題なども交えながら、楽しく学びました。

●講座「福生・羽村にいながら“国際派”になれる？」 令和 4年 2月19日（予定）
　講師の海外留学経験を通じた海外における文化、生活様式の違いやコミュニケーショ
ン法、日本での外国人との接し方のコツ、伝わりやすい日本語などについて学ぶ講座を
開催します。

※講座について詳しくは、「ふっさ・はむら多文化共生事業協議会」の公式サ
イトを確認してください。

【協議会QRｺｰﾄﾞ】
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団体のひろば団体のひろば

●第 43回水彩画グループ展
コロナ禍における癒しのひととき、気分転換にお
出かけください。／㊐3月22日（火）～3月27日
（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）
／ 無料／ 水彩画グループ／問℡ 042-555-
3774 住吉（代表）

●リアルてらこや
子どもの居場所として、月1回小学生から高校
生の学習等を支援、広く落ち着いたお寺の環境
で学習等ができる。／㊐3月12日（土）午前9時
～12時／ 宗禅寺（川崎2丁目新奥多摩街道沿
い）／ 小学生から高校生まで／ 無料／ 勉強
したい物／ 元教員、元塾講師など／ らいむぎ
ハウス／問℡ 090-5542-6159 水野、メール：
raimugihouse2021@gmail.com

●講演会「育つこと 育てること
 ～子どもの心に寄りそって～」

子どもが育つ上で大切なものは？不登校やコロナ
禍で苦しむ子どもたちについて、一緒に学び合い
ましょう。／㊐２月２０日（日）午後1時30分～4時
30分／ ネッツたまぐーセンター（多目的ホール）
／ どなたでも／ 271人（先着順）／ 500円
／ 田中哲（児童・思春期精神科医）／ フリー
スペースロビンソン／ 登校拒否・不登校を考え
る親の会「ポコ・ア・ポコ」／ 会場の定員制限
が出された場合、申込みをお断りする場合があ
ります。／問℡ 0428-23-1054 駒井、メール：
robinson120ome@gmail.com

●南京玉すだれ講習
日本の伝統芸能、南京玉すだれの講習です。玉
すだれはお貸ししますので、お気軽にどうぞ！／
㊐3月1０日（木）、4月14日（木）、5月12日（木）、
6月９日（木）、7月14日（木）、8月11日（木）※
いずれも午後1時～3時／ 福祉センター／ 大
人／ 10人（先着順）／ 1,000円（教材費）／
奇術協会師範 浅井精治／ さくらマジッククラ
ブ／問℡ 090-6543-5771 小俣

おでかけください
●ひだまりサロンはむら
ゲームや簡単な運動をして、明るく楽しく認知症
予防・介護予防をしていきましょう。／㊐第2金曜
日午前10時～12時、第4水曜日午後1時～3時
／ よりみちサロンふじみ（富士見平1-4-1-103）
／ 10人／ 1回500円／ スリーA@増田方
式研究所による資格取得ゲームリーダー／問℡ 
070-5517-6423 三浦、080-5686-3315 平岡

●手づくり絵本　クローバー
色画用紙を使い、飛び出す絵本やカード作りを楽
しんでいます。講師はいませんので、初心者の
方を募集します。／㊐第1・3月曜日午前10時～
12時／ 富士見公園クラブハウス／ 5人／
年額1,000円／ ハサミ、ノリ、色画用紙／問℡ 
090-4967-5030 池田

●ワイワイシールクラブ（水泳教室）
初心者の方から、大会を目指したい人、コロナに
負けず楽しく泳ぎましょう。／㊐毎週木曜日午前9
時～11時／ スイミングセンター／ 18歳以上
の男女／ 月額3,000円／ 1,000円／ 水着、
ゴーグル、水泳帽、タオル／ 宮﨑京子／ 無
料体験あり／問℡ 042-554-3240 深

ふか

沼
ぬま

●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／問
℡ 042-555-2757 島田、0428-27-5119 渋谷

●生ごみ堆肥化めぐみネット羽村
生ごみを燃やさず堆肥にする方法を広める活動を
しています。畑や学校農園で農作業もしながら実
践しています。／㊐ (1) 定例会：第1金曜日午前
9時30分～12時、(2) 畑作業：①毎週火曜日午
前、②毎週水曜日午後3時～4時30分、③毎週
土曜日午前10時～11時30分、④随時／ (1)
消費生活センター、(2) ①松林小学校、②小作
台小学校、③めぐみの畑、④東小学校／ どな
たでも／ 年額500円／ 羽村市主催「生ごみ堆
肥化講座」のお手伝いもしています。／問℡ 042-
554-9488 関美智子

●羽村市身体障害者福祉協会
私たちは、障害者の福祉向上のために、共に励ま
し協力し合い、相互の親睦を深めながら歩んでい
る会です。／㊐適時／ 必要に応じて調整／ 市
内在住の身体障害者／ 年会費1,000円／問℡ 
042-555-7416 押江（会長）

※詳細や開催状況については、各団体にお問合せください。

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　 その他　問問合せ・申込み

募集しています


