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16 ミリ映画をみる会
カラー180 分

報

✐

急な変更の可能性もありますので、
ご確認ください。

【主催】こだいら平和コンサート・美術展実行委員会
【問合せ】田中☎042-308-8557 宮本☎042-323-8869

◆

UNESCO Jazz Festival 2013

いたずら天使ミッシェル
スウェーデン・西ドイツ合作

情

〈出演〉Pacific Show Case（横田 太平洋音楽隊
—アジア 13名編成ビッグバンド）& Local World
Music Players（小平ユネスコ協会専属バンド）
【日時】９月２６日（木）18:30開演
【場所】ルネこだいら中ホール
【参加費】1,000円
【主催】小平ユネスコ協会
【問合せ】西村☎042-341-7941

1972 年

いたずら坊やミッシェルの笑いとユーモア、愛と
勇気の物語。リンドグレンが子どもと父母に贈る
世界最高の名作。
【日時】９月２１日（土）18:30 開演
【場所】小平市中央公民館
【問合せ】関根☎042-342-3435

としょかんからはじまるコミュニティ
〜被災地での図書館の役割〜

創作音楽あそび
“指導者体験デー”（会員募集）

講師：川端秀明さん（一般社団法人「みんなのと
しょかん」代表理事）

身体や打楽器でリズムあそびや表現あそびをしま
す。トーンチャイムやベルも使います。
【日時】９月２２日（日）9:40〜12:00
【場所】小平市大沼公民館音楽室
【対象】児童教育関係者、福祉関係者＊要申込み
【会費】1,000 円
【問合せ・申込み】音楽とあそぼう☎042-345-9145

東日本大震災を機に生まれた、被災地や過疎の地域に
地域コミュニティを醸成する場として「としょかん」
を設置する、みんなのとしょかんプロジェクト。なぜ
「としょかん」を設置することになったのか、被災地
における「としょかん」の持つ役割は？ そして被災
地の現状から見える、今後の地域の抱える問題と、そ
の中で図書館が持っている可能性とは何か？をお伝え
します。

こだいら雑学文化塾

【日時】９月２８日（土）14:00〜16:00
【場所】小平市中央図書館３階視聴覚室
【参加費】無料
【定員】80 名（先着順、申込み不要）＊満席にな
り次第締め切ります。
【主催＆問合せ】小平図書館友の会 伊藤☎
090-1707-0860

小平在住のさまざまな分野の知識や技能に長けた方々
を講師にお招きし、自由に話し、心豊かな地域文化の
交流の場を開いています。

【日時】 いずれも日曜日 13:30〜15:30
◉９月２２日 講師：石戸孝子さん（小平市介
護相談員・アドバイザー）
「健康でいるための知恵
袋パートⅡ」 ＊１０月は休講です。
【場所】小平市福祉会館
【資料代】100 円
【連絡先】基太村☎042-343-3649

第２回「ひびき」小さな朗読会
〈プログラム〉 星新一作『ふしぎな犬』、小野和子作
『戸ぉ あけろー』、神津カンナ著『手探りの母と子の
絆』、内海隆一郎作『花束』

第19回こだいら平和コンサート

【日時】９月２９日（日）14:00 開演
【場所】元気村あすぴあ会議室
【参加費】無料
【問合せ】小平朗読教室「ひびき」
坂本☎042-395-2328 滝来☎042-392-8894

〜子どもたちに核兵器も原発もない地球を〜
〈プログラム〉第一部では、日本人初の「国際ロシア
民族楽器コンクール優勝」を成し遂げた若手バラライ
カ奏者北川翔さんを中心としたフレッシュな４人のア
ンサンブルで、雄大なロシア民謡他をお届けします。
第二部はお馴染みの合唱団どれみが「愛するふるさと
をわすれないパートⅡ」をテーマに被災者へエールを
おくります。

♪心に太陽を、唇に歌を♪うたごえ in 元気村
うたごえを通して、住民同士のふれあいが広がり、こ
の地域に住んで良かったと思えるようになればいいな
と願っています。

【日時】９月２３日（月・祝）14:00開演
【場所】ルネこだいら大ホール
【参加費】大人2,000円 子ども・高校生以下・障
がい者1,000円
★平和美術展も同時開催：９月１９日（木）から
展示室で 10:00〜18:00 入場無料

【日時】毎月最終月曜日、18:30〜21:00

９月３０日、１０月２８日
【場所】小平元気村おがわ東
【参加費】500 円
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【連絡先】村瀬☎042-344-5985

☎080-5642-8295

◆

サロンミニコンサート

子

ど

も

◆

《1725 年製のストラディバリウスのバイオリン》

今日から使える！ゴードン博士の

バイオリン：黒澤誠登(東京フィルバイオリン奏者)
【日時】（参加費の記述のないものは無料です）
９月２０日（金）15:15〜西東京市コーヒー

親の言葉かけのコツ
「ゴードン・メソッド」とは、世界 40 ヶ国以上で使わ
れている会話の訓練法。日本では「親業（おやぎょう）」
として親しまれてきました。親と子の会話がスムーズ
になるように親業訓練協会認定インストラクターが手
助けします。

ショップくすの樹（ケーキセット付き 1500 円）

１０月２日（水）11:00〜上水本町地域センター
14:00〜西東京市田無公民館

１３日（日）13:15〜東久留米市南部地域

【日時・テーマ】いずれも木曜日、10:00〜12:00
９月１２日「子どもの心がわかる聞き方」、
１０月１７日「親の思いを伝える話し方」
１１月１４日「親も子も満足できる解決方法」
１２月１２日「それぞれが自分らしく生きる」
【場所】小平市中央公民館ホール
【参加費】無料【定員】先着 40 名、子連れ可
【主催】小平こころのかけはし
【申込み・問合せ】中川☎＆FAX 042-341-7867
kinone.hako@gmail.com

センター（500 円）
１４日（月）14:30〜津田公民館（500 円）
２１日（月）13:00〜永田珈琲
（珈琲付き 1,000 円）
３１日（木）11:00〜中島地域センター

【問合せ】バイオリンの音を楽しむ会
黒澤 ☎&ﾌｧｯｸｽ 042-341-3457

第８回「ことばの玉手箱」
爽秋のひととき、名作のこころを、ことばで紡ぎます。

【日時・内容】１０月１１日（金）、１２日
（土）いずれも 13:30〜16:00（途中休憩あり）
１１日：佐江衆一作『闇溜りの花』、小池真理子
作『存在の美しい哀しみ』
１２日：藤沢周平作『雪明かり』、向田邦子作『花
の名前』、岡本かの子作『老妓抄』
【場所】シラヤ（白矢）アートスペース（小平市
美園町 1-4-12、西武新宿線小平駅南口徒歩１分）
【定員】５０名
【参加費】無料
【主催】小平図書館友の会 声に出して本を読む会
【問合せ】さいざき ☎042-345-1789

こだいらおもちゃ図書館こっぺ
障害のある子もない子も一緒に遊びましょう。親同士
集まって気軽に話し合える場として活動しています。
■ぐらんこっぺ：広〜い和室でみんなで遊ぼう！
武富順子さんによるフラワーアレンジメントコーナー
を開きます（材料費 500 円程度）
【日時】９月１４日（土）13:00〜15:00
【場所】小平市福祉会館１階和室
■ぷちこっぺ：楽しいおもちゃがたくさんあるよ！
お弁当持ち込み OK、０歳の赤ちゃんもどうぞ！

【日時】９月２７日（金）10:00〜13:00
【場所】小平市福祉会館第 1 集会室
【問合せ】こっぺの会 高橋☎042-345-1905
梅田☎042-344-2535 佐藤☎042-453-3456

映画『僕らのカヌーができるまで』
武蔵野美術大学教授で探検家でもある関野吉晴氏
と武蔵野美術大学生および卒業生たちの、壮大な
カヌーづくりの物語。
【日時】１０月１１日（金）19:00 上映開始
【場所】ルネこだいら中ホール
【参加費】前売り¥600 当日券¥800 ルネこだい
ら他で販売
【主催】ちいさな虫や草やいきものたちを支える会
【問合せ】satoko.lee@gmail.com

＊10 月は 12（土）ぐらんこっぺ、25（金）ぷちこっぺ。
こだいらネットの非営利活動で検索
http://www.kodaira-net.jp/

きららの広場
（時間の記載のないところは 10:00〜）

◉広場（全て無料）
9/17（火）ベビーきらら in 四小 おしゃべり
9/19（木）ベビーきらら in 三小 ティータイム
9/20（金）ベビーきらら in 中央 わらべうた
9/24（火）はなこ広場 わらべうた・読み聞かせ
9/26（木）10:30〜きららベビーサロン（中野産婦人科
医院ホール） おしゃべり・わらべうた
9/30（月）津田広場 9 月のお誕生会・読み聞かせ
10/1（火）10:30〜白梅広場 ミニ運動会

KODAIRA わいわいバザール
くつ、おもちゃ、かばん、古着、食器などを山の
ように用意して今年もお待ちしています。
【日時】１０月１３日（日）10:00〜15:00
１０月１４日（月）10:00〜14:00
【場所】東京障害者職業能力開発校（西武線小川
駅西口下車）
【問合せ】バザール実行委員会（あさやけ作業所内）

◆「ベビマサロン」ハイハイ前の赤ちゃん対象のベビ
ーマッサージとティータイム

【日時】９月１９日（木）10:30〜11:45
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【場所】小平市鈴木公民館保育室
【定員】４組 ＊要申込み
【参加費】700 円

【対象・定員】幼児 ３０名
②13:30〜16:30 「謎解き探検☆」
【対象・定員】小学生 ３０名
以上いずれも【参加費】ひとり 500 円（要申込み）
【持ち物】飲み物、動きやすい服装でご参加ください。
上記▼２件の【申込み・問合せ】小平こども劇場
☎＆FAX 042-347-7211
http://www.ab.auone-net.jp/~gekijyo/

◆「絵本の時間」市内在住の絵本作家・篠原まりさん
による絵本紹介や絵本の読み聞かせ

【日時】１０月３日（木）10:00〜12:00 時間
内出入り自由 申込み不要
【場所】きらら事務所（美園町 1-12-24 パールハ
イツ中沢 103）
以上の【問合せ】NPO 法人子育てサポートきらら
☎042-321-0340

＊２件とも子どもゆめ基金の助成を受けて行います。

kirara_0305kodaira@yahoo.co.jp

自由あそびの会

◆

「ミニ・プレパ」

◆
パート１

菜種油と地場農産物を使ったお菓子づくり
国際パティシエ調理師専門学校の福山護先生を講師に、
米粉のロールケーキ（生地にブルーベリー使用）とシ
フォンケーキを作ります。

【日時】１０月５日（土）10:00〜12:30
【場所】国際パティシエ調理師専門学校（小平市小
川東町 5-21-14

西武多摩湖線青梅街道駅徒歩５分）

【参加費】５００円
【定員】３０名

第９回 月夜の幻燈会「注文の多い料理店」
【日時】９月２１日（土）18:30〜19:00
＊雨天の場合２２日（日）同時刻に延長。２２日
が雨天の場合は同日 19:15〜19:45 小川公民館ホー
ルで開催（この場合のみ先着 70 名限定）
。
【場所】小平市中央公園体育館東側の林
【参加費】無料 ＊投げ銭歓迎！
【主催】どんぐりの会

【申し込み方法】往復ハガキに以下を記入の上、9 月
25 日必着でお申込みください。申込み多数の場合は抽
選し、参加の可否、当日の持ち物等を返信用ハガキで
９月末までにお知らせします。
・１０月５日申込みます
・氏名、住所、連絡先（☎、メールアドレス）
・男女、年代（例：50 代）
〈宛先〉〒187-0002 小平市花小金井 5-55-14 田中清子
宛 ＊返信部分に返信先を記入のこと。
【主催・問合せ】こだいら菜の花プロジェクト
田中☎042-467-2861、馬場☎090-7222-8371
http://www.kodaira-net.jp/nanohana-project/
＊この事業は農水省「農」のある暮らしづくり推進対
策事業として実施します。パート２は１１月３０日
（土）に予定しています。

＊幻燈会に必要な電気は 11:00〜16:00 に自転車発電機
で発電しますので、ご協力をお願いします。

あ・そ・ぶ

▼ここ♥りん〜０・１・２・３才のみる・きく・あそぶ〜

表現あそびワークショップ「アフタフ・バー
バンと絵本であそぼう」
【日時】いずれも木曜日

境

小平産菜種油と農産物を使った料理教室

ミニプレーパークをしながら自転車発電をして、
どんぐりの会主催の幻燈会の電気を作り出そう！
【日時】９月２１日（土）10:00〜
(出入り自由)小雨決行
【場所】小平市中央体育館東側の林
【主催・問合せ】】NPO 法人こだいら自由遊びの会
足立☎090-1771-7431 佐藤☎090-1613-4442

小平こども劇場の

環

10:00〜11:30

◆

９月２６日、１０月１７日
【場所】ルネこだいらレセプションホール
【参加費】１回 500 円
１１月は…７日 河邉貴子さん（聖心女子大学教
授）による「子育ておはなし会」

福

祉

◆

地域の居場所や世代間交流に関して
一緒に学びませんか
コミュニティサロン・ほっとスペースさつきがオープ
ンして約半年が経過し、地域の方々の憩いの場として
定着しつつあります。そこで、地域の居場所作りや世
代間交流に関しての学習会を企画しました。どなたで
もご参加いただけます。

＊随時ここりん会員も受付中。（入会金：１人 300 円、
月会費：大人 1,500 円、１〜３才 500 円、０才 100 円）

▼わくわくフシギ探検隊！
いったいどんなわくわくが待っているかな？想像して、
表現して、ちょっと一歩踏み出すと新しい世界が広が
るかも！
講師：NPO 法人遊び環境 Museum アフタフ・バーバン

【日時】１０月１４日（月・祝）
①10:00〜12:00 「わくわく山へ行く！」
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【日時】９月１３日（金）15:00〜17:30
【場所】白梅学園大学J棟１階
【参加費】資料代150円（飲み物付き）
【主催】コミュニティサロン・ほっとスペースさ
つき運営委員会
【問合せ】細江 ☎042-34407618

＊申込〆切が9月10日ですのでお問い合わせください。
＊本事業は草の根事業育成財団の助成事業です。

ーが付いて各１杯100円。

ハートピアすぺーすまいらいふ＆まいわーく事業
◎認知行動療法実践（中級）講座（７回シリーズ）
第４回「認知再構成法〜ソクラテス式質問を活かして」
わかりやすい認知行動療法実践講座です。センター病
院の人気講師と一緒に学んでみませんか。
講師：（独）国立精神神経医療研究センター病院
心理療法士 稲森晃一氏

【場所】小平元気村おがわ東２階第２会議室（予定）
【主催・問合せ】精神保健福祉ボランティアの会
「ひだまり」八木☎042-309-7984

【日時】毎月第三土曜日 13:30〜16:00

９月２１日、１０月１９日

◆

◆

アメリカ社会の建前と本音
〜これからの日米関係〜

【日時】９月１８日（水）10：00〜12：00
【場所】小平市福祉会館第３集会室
◎スタンフォードの自分を変える教室学習会（３
回シリーズ）第２回「決意を持続させるには」

シルバー大学第 41 期の卒業生が OB 会「たまり場フォ
ーティワン」を結成して１年４ヶ月、この間活発な活
動を行ってきました。今回は米国家安全保障局による
ネット上の個人情報収集、中国の台頭、混乱するエジ
プト、シリアなど国際情勢が大きく変動する中で、ア
メリカについて勉強します。

自分に厳しくしても意志力は強くなりません。意志力
のチャレンジについて学んでみませんか。

【日時】１０月２日（水）10:00〜12:00
【場所】小平市福祉会館第３集会室
上記2件とも【定員】10名【参加費】無料
【後援】小平市社会福祉協議会
【主催・申込み・問合せ】NPO小平ハートピア
永瀬☎＆Fax. 042-401-8833
E-mail：heartpia@wish.ocn.ne.jp

講師：江口建之氏（（有）EMI コンサルティング代
表取締役）
【日時】９月１７日（火）10:00〜12:00
【場所】小平市中央公民館講座室２
【定員】当日先着２５名
【参加費】資料代 100 円
【主催】たまり場フォーティワン運営委員会
【問合せ】細江☎＆FAX 042-344-7618
E-mail:hosoeguri@ybb.ne.jp

脳卒中患者による交流会
脳卒中患者と家族が社会貢献をする会の活動紹介とフ
リートークで交流します。

熟年いきいき会

【日時】９月２１日（土）14:00〜16:00
【場所】小平市あおぞら福祉センター１階会議室
【参加費】無料 ＊準備の都合がありますので、事
前に申し込んでください。
【主催】小平市脳卒中患者友の会（ピアズ小平）
【申込み・問合せ】ピアズ小平 中村
☎070-5517-2642
E-mail: garansports@jcom.home.ne.jp

■講演会「食・動・楽サポートプロジェクト３」
【日時】９月１９日（木）13:30〜16:00
【場所】小平市中央公民館講座室２
【参加費】資料・お茶代 200 円
■みんなで唄おう♪第 26 回「市民うたごえ祭り」
【日時】９月２６日（木）13:30〜15:30
【場所】小平市中央公民館２階ホール
【参加費】200 円
■コミュニティサロン「おしゃべりサロン」
〜どなたでも参加できます〜
【日時】１０月３日（木）13:30〜16:00
【場所】小平市福祉会館第２集会室
【参加費】資料・お茶代 200 円
■伴侶を亡くした人が語り合う会
９月のテーマ〜スポーツ・行楽 そして味覚の秋〜
【日時】１０月２３日（水）13:30〜16:00
【場所】小平市中央公民館学習室４
【参加費】資料・お茶代 200 円
＊伴侶のある方は参加できません。
以上いずれも【主催・問合せ】熟年いきいき会
太田 ☎＆Fax 042-341-8604

★ホームページ立ち上げや運営のボランティアも募集中！

かずらの会〜男性介護者の集い〜
当事者同士で話し合う中から、自分なりの介護術や考
え方を見つけませんか。気兼ねなく話し合える場所を
みなさんと作っていきたいと思います。

【日時】毎月第３金曜日

シニア

13:30〜

９月２０日、１０月１８日
【場所】小平市福祉会館
【参加費】無料（会員は年会費 1,000 円）
【問合せ】鷲野☎090-6197-0043

喫茶〈サタデーひだまり〉
障がいのある方、そうでない方、家族の方、子どもさ
ん、高齢者など、地域の方々がどなたでも楽しく集え
る居場所です。飛び入りのボランティアの方々による
演奏もあります。
〈メニュー〉コーヒー、紅茶、ジュースなど。クッキ

はじめてのパソコンサークル
小平IT推進市民グループのメンバーが、ワード、エク
セル、デジカメなどの疑問にお答えします。
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【日時】いずれも日曜日 13:00〜16:00
第２期：９月２２日＆２９日（先月号の日程

予約は不要、自由に参加できます。

【日時】 毎週火曜日

９月１７日 9:30〜12:00 中央公民館学習室４
２４日 9:30〜12:00 元気村あすぴあ会議室
１０月１日 9:30〜12:00 中央公民館学習室４
８日 13:30〜16:00 元気村あすぴあ会議室
１５日 9:30〜12:00 中央公民館学習室４
２２日 9:30〜12:00 元気村あすぴあ会議室

は訂正します。）

第３期：１０月１３日＆２０日
【場所】小平市中央公民館講座室２
【参加費】２回分で3,000円
【定員】各期15名（先着順）
【詳細・申込み・問合せ】NPO法人MyStyle＠こだ
いらのサイトhttp://mystyle-kodaira.netより
☎042-348-8456

【参加費】１回 200 円
【主催・問合せ】小平 IT 推進市民グループ
info@kodaira-it.jp
http:kodaira-it.jp/hazimete/

こだいら市民提言の会

＜お願い＞会場にはパソコンがありませんのでノート
パソコンと電源コードをお持ちください。元気村あす
ぴあではインターネットに接続できますが、中央公民
館ではその設備はありません。

◆

まちづくり

〜小平市の財政の問題点を探る〜
補助費・補助金について
【日時・場所】
９月２１日（土）10:30〜12:00
小平市美園地域センター
１０月５日（土）10:00〜12:00
小平市美園地域センター（予定）

◆

小平市いきいき協働事業

【問合せ】Fax050-3156-3854

地域でやりたいことを実現するための
「会議講座」（２回連続講座）
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E-mail: yumi@aglaia.cc

