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ゆいでの、今年のゴールデン
ウィークの人出は、例年にくらべ増えました。
あしかがフラワーパーク駅開設から 1 年、
ＪＲの臨時列車も増え、桐生まで足を延ば
す方がいらっしゃったようです。
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桐生駅移転から 10 年、利用者増える
桐生市民活動推進センター“ゆい”は、平成 14 年 7
月に末広町駅前交差点角にオープンして 7 年後、平成
21 年 4 月にＪＲ桐生駅構内移転して 10 年が経ちまし
た。場所もわかりやすく集まりやすくなったことや、
会議室のスペースも広くなったことで利用が増えた。
利用者状況を比較すると、延べ利用者数は平成 21 年
度から平成 30 年度 37％増の 33,994 人で、会議室利用
者数については 77％増の 4,283 人でした。また特に増
えたのはチラシなどの受け入れで、駅中での周知活動
に活用されています。
その他、平成 22 年 9 月から開始した、電動アシスト
自転車貸出数は商連貸自転車と合わせ 20%増の 3,732
台となるなど、センター“ゆい”の利用も年々活発に

なっています。利用増加の実績から、平成 28 年度から
の指定管理受託の際には、センターでのスタッフを原
則常時 2 人体制になりました。今後も駅中から地域活
性化を進めてまいります。平成から令和に代わり、セ
ンターゆいでも新たな試みを展開していく予定です。
■センターゆい、利用状況比較表

平成21年度
延べ利用者数
会議室利用数
チラシ等受入数
自転車貸出数

24,868
2,412
534
(H22) 3,106

平成30年度

33,994
4,283
1,580
3,732

センターゆいを利用した新たな取り組み
えきなか科学教室
科学講座研究会(丹羽孝良代表)が主催する「えきな
か科学教室」を、5 月 12 日から 3 月 1 日までに 9 回開
催します。駅にぎわいプロジェクトの一環で、これま
でもリングキャッチャーで協力していただいていまし
たが、今回は「青少年の創造性育成の試み」とし開催
します。会場は、センターゆいまたは、桐生駅構内で
す。(下記が 6 月～9 月の予定表)
■午前 10:30～12:00、午後 1:30～15:００ 2 回開催

6月2日(日)
7月7日(日)
9月1日(日)

午後のミニコンサート&歌声ゆい
キーボード楽団ムーンキャットの協力で、毎月 1 回
開催予定です。懐かしい昭和歌謡を一緒に歌いましょ
う。隔月でミニコンサートと歌声も予定しています。
こちらも、駅にぎわいプロジェクトとして開催いたし
ます。歌って健康、一緒に楽しみましょう。会場はセ
ンターゆいです。(下記が 5 月～9 月の予定)
■開催時間 13:30～15:00

5月26日(日)

歌声ゆい

リングキャッチャーと
レンズ付きピンホールカメラ
リングキャッチャーと
CD風船ホバークラフト

6月10日(月)

ミニコンサート

7月21日(日)

歌声ゆい

8月26日(月)

ミニコンサート

リングキャッチャーと浮沈子

9月22日(日)

歌声ゆい

ＥＳＤ活動拠点登録へ

きりゅう市民活動推進ネットワークとして、ＥＳＤ活動拠点の登録を進めてい
ます。桐生市でも「ＳＤＧｓをまちづくりに生かす条例」が制定されました。ネットワークも行政や企業、
市民が理解し協力できるよう、市民活動としての周知をすすめていきます。持続可能な取り組みは、意識を
持って無理なく出来ることを出来るときに、普段の生活の中からの気づきが大きな成果につながることを伝
えていきたいと思います。
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言葉と身体、
日々の使い方が大切
4 月 20 日(土)ゆいで、寺子屋ゆい「普通のくら
しで健康に」を開催しました。
講師は元看護師で、現在は大原治療センター院
長の小林薫さん。
身体の痛みの多くは日々の使い方による歪みか

ゆい通信 第 97 号（２）

保健福祉事務所が初参加
子ども食堂情報交換会
4 月 24 日(水)ゆいで、子ども食堂情報交換会を開
催しました。
昨年から始まったこの情報交換会ですが、今回か
ら県の桐生保健福祉事務所も参加し、各子ども食堂
の活動状況を共有しました。

らおこるとのことで、必要があって出ている痛み

意見交換の中では、今後各子ども食堂の開催につ

や熱に対して自己判断で安易に薬を使うのはよく

いて広く知ってもらうため、桐生タイムスや日刊き

ないといった話がありました。

りゅうなどに協力してもらうことは可能かとの問

また言葉の大切さについてもふれられ、くらし
の中でどういう言葉を使うかによっても心や身体

い合せがありました。

に与える影響は大きいとのことでした。

こともあり了承を得ることができました。

新一年生が
レッドカーペットを歩く
4 月 14 日(日)交通安全イベント「すえひろでレッド
カーペットを歩こう」が開催されました。

桐生タイムスについては、この場に参加していた

ロータリーフェスティバル初開催
4 月 28 日(日)JR 桐生駅北口広場でロータリーフェス
ティバルが開催されました。
今回初めての開催となったこのイベントは、桐生

このイベントは今年小学校に入学した子どもたちを

の店や物産・文化について知ってもらうこと、また桐

対象としたもので、警察官の指導のもと正しい横断歩

生で活動しているバンドやダンサーなどに発表の場

道の渡り方を学び、MEGA ドン・キホーテ桐生店のコン
コースに敷かれたレッドカーペットの上をランドセル

を提供したいといった目的で行われました。
当日は天気に恵まれたこともあり多くの人が訪

を背負って元気に歩いていました。

れ、歌やダンスを楽しんだほか、桐生名物の食べ物も

ゆいでは子どもたちの安全を願い、ボランティアの
派遣とイスの貸し出しなどの協力をしました。

味わっていました。
ゆいではイベント開催の相談や桐生市への仲介、
控室の提供などの協力をしました。

2019 年（令和元年） 5 月 25 日発行

ゆい通信 第 97 号（3）

【今後の予定】

5 月の予定

■ 26 日(日)午後１時 30 分～午後 3 時 30 分
主催：末広町
「歌声ゆい」みんなで一緒に歌いましょう

■ 23 日(日)午前 10 時 30 分～午前 11 時 30 分
出張駅なかコンサート｢大正琴さくら～ず｣

6 月の予定

7 月の予定
■ 7 日(日)午前 10 時 30 分～正午

■ 2 日(日)午前 10 時 30 分～正午

駅なかコンサート ｢フラダンス｣

午後 1 時 30 分～午後 3 時

■ 7 日(日)午前 10 時 30 分～正午

「えきなか科学教室」
■ 9 日(日)午前 10 時 30 分～正午

午後 1 時 30 分～午後 3 時

ゆいカフェ「富弘美術館、出前講座」

「えきなか科学教室」

■ 10 日(月)午後 1 時 30 分～午後 3 時 30 分

■ 14 日(日)午前 10 時 30 分～正午

午後のミニコンサート「ムーンキャット」

ゆいカフェ「マンドリン」
■ 21 日(日)午後 1 時 30 分～午後 3 時 30 分

■ 15 日(土)午後 2 時 00 分～3 時 30 分
寺子屋ゆい「ゆいねっとの活用方法」

「歌声ゆい」

【相談と対応】
団体名

相談内容

わがママ market
実行委員会
桐生市末広町
商店街振興組合
ﾛｰﾀﾘｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
実行委員会

対応

・イベント開催の運営方法

県の地域振興調整費活用の紹介・桐生市後援の

・資金の調達など

アドバイス・ボランティア派遣

・
「レッドカーペット」イベントのボラン

会場設営、運営にボランティア派遣(15 人)

ティア派遣・備品の貸出し

丸イス 50 個

・ＧＷの連休にロックフェスを行いたい

運営方法・桐生駅北口広場使用許可の申請方法・

・北口広場の活用について

機材貸出し

ネットワーク団体会員の活動のご紹介

「桐生ハーモニカ愛好会」

ネットワーク団体会員の活動のご紹介をいたします。各団体がさまざまな活動を行っております、皆さまに
興味を持っていただき、参加してみたいと思っていただければ幸いです。
設立趣旨 桐生市内の公民館などで活動するハーモニカクラブが、合同で桐生市文化祭でコンサートを開くため
の団体として発足した。
活動内容 ・桐生市文化祭に合わせて「ハーモニカ＆大正琴コンサート」を開催
・ハーモニカカフェを隔月でゆいで開催。情報交換と交流
・施設などへの慰問、参加各団体が個別に実行
参加団体 ・菱ハーモニカクラブ・大間々ハーモニカクラブ
・さくらハーモニカクラブ・さわやかハーモニカクラブ
・NHS ハーモニカクラブ・ほほえみハーモニカクラブ
・NEW ハモリーナ・そらと赤い風船・遊琴会
連絡先 MAIL:fg3823ar-fj@msn.com
＊6 月 1 日(土)に第 15 回コンサートを開催します。
郷愁のメロディーをご一緒に！
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■ ＮＰＯ・市民活動のための助成金情報

桐生駅周辺にぎわいプロジェクト
えきなか市…ＪＲ桐生駅南口で毎週日曜日朝９時から
地元の新鮮野菜と物産品・工芸品を販売しています。
併せて“ゆい”では、駅なかコンサート、駅なかイベン
トを開催しています。
出展者紹介

新里町農産物等直売所、黒保根やまびこ

会、社会福祉法人赤城の家、桐生市シルバ―人材センタ
ー、渡良瀬、ワンツーフェス実行委員会、伝説の占い師
みっちゃん、辰巳屋、きまぐれ雑貨なる
駅なかイベント（ゆいカフェ、コンサート、太極拳、科
学教室、フラダンス等）
※イベント詳細は、“ゆい”へお問い合わせください
※朝 9 時から 11 時半頃まで、売り切れ次第終了
※第 2 日曜日は「ゆいカフェ」も同時開催

ボランティア募集したい人・ボランティア応募した人
もう登録しましたか？桐生市民活動応援サイト
★個人登録が簡単になりました。

★スマホ・パソコンなどの端末で登録団体
に関する情報やボランティア募集情報、イベント情報、
その他市民活動情報を探すことができます。
★個人登録した人には、求めているボランティア情報が
メールで届きます。
★ボランティアをしたい方、ボランティアを募集したい
団体の皆様、ぜひ「ゆいねっと」にご登録ください。
★インターネット・スマホなどを使ってボランティア
募集とボランティア応募ができます。詳しいことは
桐生市市民生活課・桐生市社会福祉協議会・桐生市民
活動推進センター“ゆい”のいずれかにお問い合わせ
ください
※登録団体情報の変更がある場合は、マイページより
修正をお願いいたします。

きりゅう市民活動推進ネットワーク

は…

■公益財団法人 日本女性学習財団
「出発・再出発」男女共同参画社会、多様な人々が行き
やすい社会の実現に向けて、次への第一歩を踏み出した
い／踏みだした人(踏み出した人を応援する人・グルー
プも可）の思いやその過程などをまとめたレポート募集
応募制限：無制限/海外日本人可/在日外国人可/海外外
国人可(使用言語は日本語であること、受賞者の氏名顔
が公表されることに同意すること、日本で行われる受賞
式に出席可能であること)
募集期間：4 月 1 日～8 月 31 日まで
決定時期：12 月
大賞：１篇、奨励金１０万円
URL:http://www.jawe2011.jp
〒105-0011 東京都港区芝公園 2-6-8 日本女子会館
■公益財団法人 森村豊明会
実施者の社会奉仕の精神と志が高く、実行力のある、公
的な事業に助成する。➀先駆的なものの実績を作るもの
②行政、企業、業界、学会などの狭間にあるため、支援
が受け難い事。③育成を必要とするもの、教育、福祉、
医療など。
応募資格：公的法人、NPO 法人、任意団体
募集時期：➀5 月～7 月②10 月～12 月
助成期間：原則 1 年間
URL：http://www.morimura-houmeikai.jp
〒105-8502 東京都港区虎ノ門 1-13-8
虎ノ門ノリタケビル 6F
■一般財団法人 群馬県教育親交会
➀教育研究・調査に関する助成②児童生徒の文化活動等
に対する助成③生涯学習の推進に対する助成④県民芸術
祭参加の展覧会に対する助成。
応募資格：機関指定／市民団体可
※校長会、幼小中高の中から希望する団体を選定する
募集時期：7 月～8 月
決定時期：9 月中
選考方法：事業委員会で原案を作成し、総務委員会と合
同で決定。
2018 年度
2017 年度
助成件数：
47 件
49 件
助成金額：[合計]
1,040 千円
1,060 千円

つぶやき
＠市民活動

ゆいが末広町駅前交差点から桐生駅
へ移転をして、はや 10 年がたった。
センター開設時から 17 年たった。引

桐生市が設置した「桐生市民活動推進センター
“ゆい”」(ＪＲ桐生駅構内)を指定管理者として運営し

越しは大変だったけれど駅の中に移ってより多くの

ている、市民活動団体です。

人が利用するようになった。その人たちへ市民活動

ゆいとは…助け合いの共同体(結)の精神です。

の意義が伝わっただろうか。

●きりゅう市民活動推進ネットワークのホームページ

www.kiryunet.org/nw-top.html

●「ゆい＠blog」https://kiryuyui.sblo.jp

●Facebook

ｂｙ つのだ

https://www.facebook.com/kiryuyui.org

