詳細についてはそれぞれの
ホームページでご確認ください。

◆

文

化

✎

イ

ベ

ン

ト

情

報

✐

急な変更の可能性もありますので、
ご確認ください。

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
５月１８日 吉野誠一さん、檜山友深さん（い
ずれも整体師）「歩き方が生き方を変える！」
６月２２日 福田早苗さん（三洋薬局薬剤師）
「薬局薬剤師を上手に活用する法」
【場所】小平市福祉会館
【参加費】資料代 100 円
【問合せ】基太村☎042-343-3649

◆

サロンミニコンサート
《1725 年製のストラディバリウスのバイオリン》

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）

５月１４日（水）14:30〜小平市津田公民館（500 円）
６月９日（月）13:15〜東久留米市南部地域センター
（500 円）

２０日（金）13:00〜永田珈琲（珈琲付きで 1,000 円）
15:30〜 西東京市ふれあいセンター（500

2014 こだいら・雨情うたまつり

円）

２７日（金）11:00〜小平市さわやか館
３０日（月）11:20〜小川２丁目児童館

〜美しい日本語を次の世代へ〜
小平霊園に眠る、
「シャボン玉」や「うさぎのダン
ス」などで知られる詩人野口雨情にちなんだうた
まつりを、市民による実行委員会の手作りで開催
します。
（収益の一部を被災地の音楽活動の支援に
送ります）
【日時】５月２５日（日）14:00〜16:00
【場所】ルネこだいら大ホール
【参加費】500 円（未就学児は無料）全席自由で。
ルネこだいらチケットカウンター☎042-346-9000
【主催】こだいら・雨情うたまつり実行委員会、
小平市文化振興財団
【問合せ】小平市文化振興財団 ☎042-345-5111

【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 159 回

16 ミリ映画をみる会

原発問題

最近の報道から

●『事故から３年、事故との関係は 子どもが甲
状腺がんに 母の苦悩』テレビ朝日「報道ステー
ション」2014 年 3 月 11 日放送（43 分）
●『除染廃棄物は何処へ 中間貯蔵施設に揺れる
福島』日本テレビ「NNN ドキュメント」2014 年 3
月 31 日放送（25 分）
＊上映作品の選定については「原発を考える小川
の会」代表・立橋さんのご協力をいただきました。
【日時】５月１７日（土）18:30〜
【場所】小平市中央公民館
【問合せ】関根☎042-342-3435

♪心に太陽を、唇に歌を♪うたごえ

５月２６日、６月３０日

第 10 回月夜の幻燈会

【場所】小平元気村おがわ東会議室
【参加費】500 円
【連絡先】村瀬☎090-4947-5393、
荻島☎042-345-4403

かしわばやしの夜
朗読：鍵本景子

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】毎月最終月曜日 18:30〜21:00

作：宮沢賢治 画：小林敏也
笛：植松葉子 パーカッション：入野智江

【日時】５月１７日（土）19:00〜19:40
【場所】小平市中央公園雑木林（市民総合体育館
の東側） ＊雨天の場合、18 日（日）同時刻に延
期。さらに 18 日も雨の場合は、同日 19:15〜19:45
に小川公民館ホールにて開催（この場合のみ先着
70 名限定）。◉当日 11:00〜16:00 まで幻燈会で使
う電力を自転車発電機により蓄電！脚力募集！！
【参加費】無料（投げ銭大歓迎）
【主催】どんぐりの会
【問合せ】オガワ☎090-2439-7976

古本蒐集の愉しみ、そして図書館
講師：岡崎武志さん（ライター、書評家）
古本はその時代を閉じ込め、未来に時間を受け渡
すタイムマシーンのようなもの。増え過ぎた本の
ために地下室つき一軒家を買った男が、いかに本
と向き合い、本と格闘しているかを語ります。ま
た図書館の利用法、現在の図書館のあり方にも触
れてみたいと思います。（講師より）
【日時】６月７日（土）13:30〜15:30
【場所】小平市中央図書館３階視聴覚室
【定員】80 人（先着順、申込み不要）満席になり

こだいら雑学文化塾
小平在住のさまざまな分野の知識や技能に長けた
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【問合せ】こっぺの会 高橋☎042-345-1905
梅田☎042-344-2535 佐藤☎042-453-3456

次第入場をお断りすることがあります。
【参加費】無料
【主催】小平図書館友の会
【問合せ】伊藤☎090-1707-0860

こだいらネット（http://www.kodaira-net.jp/）の「非
営利活動」で検索。＊6 月のこっぺは、14 日（土）ぐ
らんこっぺ、27 日（金）ぷちこっぺです。

http://yamaoji.cocolog-nifty.com/kltomonokai/

▼〜０・１・２・３才のみる・きく・あそぶ〜ここ♥りん

人形劇団ののはな公演

人形劇

あかずきんちゃん

子育ておはなし会
「あそびのチカラ」ってどんなチカラ？

おやおや！ 舞台が歩いてやってきた。おはなしは
みんながよ〜く知ってる「あかずきんちゃん」だ
けど、なんだかちょっと変！？ 子どもも大人も
楽しくおもしろい人形劇です。
【日時】６月２９日（日）15:15 開演（上演時
間 50 分）
【場所】小平市中央公民館２階ホール
【参加費】子ども（3〜18 歳）300 円、大人 1,500 円
【問合せ・申込み】小平こども劇場
☎＆FAX 042-347-7211
E-mail:kodaira.kodomo.gekijyo@s2.dion.ne.jp
http://www.ab.auone-net.jp/~gekijyo/

◆

子

ど

も

講師：NPO 法人あそび環境 Museum アフタフ・バーバン

あそびからこどもは何を得ているのか。今、こど
もになぜあそびのチカラが必要なのか、秘密を探
ります。
【日時】５月２８日（水）10:00〜12:00
【場所】小平市中央公民館２階ホール
【参加費】500 円
▼アフタフ・バーバン表現あそびワークショップ
一度参加したらハマっちゃう！

楽しい時間へようこそ！

【日時・内容】６月１５日（日）
10:00〜12:00 幼児（4〜6 歳）対象
「わくわく探検隊〜海へいこうの巻〜」
13:30〜16:30 小学生対象
「わくわく探検隊〜さあ出発だ！編」
【場所】小平市津田公民館ホール
【参加費】500 円
以上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/

◆

きららの予定
（時間の記載のないところは 10:00〜）

◉子育て広場（全て申込み不要、無料）
５月１３日（火）白梅
きららの広場はどな
でも参加できま
１５日（木）★ベビー三小 た
す。★印の子育て広
１６日（金）★ベビー中央 場はスペースやおも
２０日（火）★ベビー四小 ちゃが０歳児向けで
す。ご理解の上、遊
２６日（月）津田
びに来てください。
２７日（火）はなこ
６月 ３日（火）11:00〜12:30 白梅
１２日（木）★だっこ
◉ベビマサロン 10:30〜11:45
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。
（定員４組、要申込、参加費 700 円）
５月１６日（金）はなこ（鈴木公民館保育室）
◉絵本の時間 10:00〜12:00
絵本の読み聞かせや、本にまつわるお話。
（申込み
不要、無料）
６月５日（木）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
E-mail:kirara_0305kodaira@yahoo.co.jp

＊これらの活動は子どもゆめ基金の助成を受けて行います。

◆

福

祉

◆

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。毎月第３土曜日に開いて
います。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。クッキーが付いて各１杯100円。
【日時】原則毎月第３土曜日 13:00〜17:00
５月１７日、６月２１日
【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
ハートピアすぺーすまいらいふ＆まいわーく事業
〜若者が社会参加のために必要なABCを学ぶ支援事業〜

◎ハートピア総会特別講演会
「永平寺・座禅修行の体験談」講師：石毛航太郎
氏（小平市議会議員）座禅とは自分と向き合うこ
と。曹洞宗の僧侶となり、座禅修行された体験談
をお話いただきます。
【日時】５月２９日（木）11:00〜12:00
【場所】小平市福祉会館第２集会室
【定員】30名【参加費】無料

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。

■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才の赤ちゃんもどうぞ！
【日時】５月２３日（金）10:00〜13:00
【場所】小平市福祉会館第３集会室
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２０日 9:30〜12:00 中央公民館講座室１
２７日 9:30〜12:00 元気村あすぴあ会議室
６月 ３日 9:30〜12:00 中央公民館講座室１
１０日 13:30〜16:00 元気村あすぴあ会議室
１７日 9:30〜12:00 中央公民館講座室１
２４日 9:30〜12:00 元気村あすぴあ会議室

◎成功するスキルアップ学習会（４回シリーズ）

第２回「決断力と大局観について」将棋は人生な
りといいます。羽生善治の将棋から一緒に学んで
みませんか。
【日時】６月４日（水）10:00〜12:00
【場所】小平市福祉会館第３集会室
【定員】10名 【参加費】無料
◎認知行動療法実践（中級）講座（10回シリーズ）
第２回「コミュニケーションスキル」
（その２）認
知行動療法を進める土台となるコミュニケーショ
ン・スキルを学びます。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
【日時】６月１８日（水）10：00〜12：00
【場所】小平市福祉会館第３集会室
【定員】10名【参加費】無料
【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

【参加費】１回 200 円
【主催・問合せ】小平 IT 推進市民グループ
http:kodaira-it.jp/hazimete/
＜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
ぴあ会議室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。

熟年いきいき会
■講演会「地域包括支援と成年後見制度」
〜高齢社会を生きる知恵と共同〜
講師：藤原淳氏（地域包括支援センター中央セン
ター長）
【日時】５月１４日（水）13:30〜16:00
【場所】小平市中央公民館講座室２（２階）
【参加費】資料・お茶代 200 円
■♪みんなで唄いましょう♪

＊この事業は真如苑市民活動公募助成事業です。
2014 年度 家族・地域支援セミナー

地域包括ケアをどうつくるか
〜柏モデルから考える
増え続ける要介護や認知症の高齢者をどう地域で
支えていくのか。市町村で地域包括ケア体制づく
りが 2015 年度から本格化します。そのモデルを千
葉県柏市豊四季台地域で、東京大学高齢社会総合
研究機構、柏市、UR が作りあげて来た事例から、
その方策を考えたいと思います。
◆基調講演（18:00〜18:50）

第 30 回「市民うたごえ祭り」
どなたでも参加できます。予約不要
【日時】５月２２日（木）13:30〜15:30
【場所】小平市中央公民館ホール（２階）
【参加費】200 円

■コミュニティ・カフェ「おしゃべりサロン」
どなたでも参加できます。予約不要。
【日時】６月５日（木）13:30〜16:00
【場所】小平市福祉会館第２集会室（３階）
【参加費】資料・お茶代 200 円

「柏モデルをどう作ってきたのか」
講師：辻哲夫氏（東京大学高齢社会総合研究機構
特任教授）
◆シンポジウム（19:00〜20:00）
シンポジスト：新田國夫氏（日本臨床倫理学会理
事長）、辻哲夫氏
コーディネーター：山路憲夫氏（白梅学園大学教授）
【日時】７月１１日（金）18:00〜20:00
【場所】ルネこだいら中ホール
【参加費】2,000 円
【定員】350 名 定員になり次第、締め切ります。
お申込みは下記までお問い合わせください。
【申込み・問合せ】白梅学園大学 教育・福祉研
究センター ☎042-346-5639
http://daigaku.shiraume.ac.jp

◆

シニア

■伴侶を亡くした人が語り合う会
６月のテーマ「ひとりになって困ったこと」
【日時】６月１８日（水）13:30〜16:00
【場所】小平市中央公民館講座室１
【参加費】資料・お茶代 200 円
〈注〉伴侶のある方は参加できません。
以上の【主催・問合せ】熟年いきいき会
太田 ☎＆Fax 042-341-8604

◆

平

和

◆

学習会

自民党の憲法改正草案と教育

◆

講師：杉浦洋一さん（元東京都立養護学校教員、
元全国教職員組合副委員長）
自民党は「憲法」や「教育」を何のためにどう変
えようとするのか。講師の話を聞き、みんなで話
し合いましょう。
【日時】５月１７日（土）13:30〜15:30
【場所】小平元気村おがわ東多目的ホール
【主催】萩山・小川団地九条の会

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。
予約は不要、自由に参加できます。
【日時】 毎週火曜日

５月１３日 13:30〜16:00 元気村あすぴあ会議室
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【問合せ】高橋☎042-343-8818

◆

まちづくり

ば、自治会の方、地域で活動している方、世代間
交流を望んでいる方、災害時自助に不安を感じる
方など）
【参加費】無料
【主催】小平の防災を考える会（仮称）
【問合せ】渡邉☎080-6019-2385

◆

こだいら市民提言の会
〜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】
５月２３日（金）14:30〜16:30
小平市花小金井北公民館
６月１４日（土）10:00〜12:00
小平市美園地域センター
【問合せ】Fax050-3156-3854

◆

ほっとスペースさつき

E-mail: yumi@aglaia.cc

〈こだいらブルーベリーリーグ〉の学生による、
地域活性化プロモーション「まちで楽しむ」。学生
☓大学☓行政☓市民のフランクな語り場で、学生
の取り組みや提案を発信します！
【日時】５月３０日（金）18:00〜
【場所】ルネこだいらレセプションホール
【参加費】無料
【共催】小平市大学連携協議会（こだいらブルー
ベリーリーグ）
【主催・問合せ】東京小平ロータリークラブ
☎042-345-0600 http://www.kodaira.rc.org/

震災関連

◆
第４回ミニバザー

ほっとスペースさつきは毎週火曜日と木曜日に開
いています。これからもさつきの活動を続けてい
くためにバザーを開催しますので、みなさまお誘
い合わせの上お越しください。販売する品物も募
集中！
【日時】５月２５日（日）10:00〜
【場所】さつきハイツ１階（鷹の街道沿い、小川
公民館入口左）
【募集品物】子ども服、おもちゃ、ぬいぐるみ、
本、CD・DVD・BD、未使用の食器、タオル、石鹸・
洗剤などの日用品、文房具、子ども用品など
【連絡先】渡辺☎042-344-7412、白梅学園大学 森
山研究室☎042-346-5658（代）内線 267

小平市内の大学学生による
「まちで楽しむ」Second Stage

◆

バザー

◆

NPO・ボランティア

◆

市民社会をつくるボランタリーフォーラム
〜気づく・築く 市民力〜
今年２月７〜９日のフォーラムの際に大雪の影響
により延期となった分科会を開催します。
【日時】５月１８日（日）10:00〜17:30
【場所】飯田橋セントラルプラザ 12 階会議室
【プログラム】①シェアしてつながる暮らし方、
②メディアから見た市民社会〜映像、市民、未来
〜、③自分に出来ることってなんだろう？〜小さ
な一歩のためのヒント〜、④目からウロコのおも
しろ『憲法』
【主催・問合せ】東京ボランティア・市民活動セ
ンター☎03-3235-1171 http://www.tvac.or.jp

◆

福島はいま〜原発事故がもたらしたもの〜
スライドとトーク：豊田直己さん（フォトジャー
ナリスト）
原発事故が福島の人たちにどのような影響、被害
をもたらしたのか？ 同じ過ちを繰り返さないた
めに今、一緒に考えてみませんか。
【日時】５月３１日（土）13:30〜17:00
【場所】中野区中野産業振興センター３階（旧中
野区勤労福祉会館、JR 中野駅南口下車徒歩 5 分）
【参加費】500 円
【主催・問合せ】ABC 企画委員会
☎＆FAX042-348-1127

大学生と市民活動の出会いの場

こだいら NPO ボランティアセミナー2014
【日時】６月２２日（日）10:30〜16:30
〈プログラム〉10:30〜12:00 基調講演「ボランテ
ィアに関わって〜被災地支援から、地域コミュニ
ティのサポーターへ」講師：細江卓朗さん
昼食休憩を挟んで、13:00〜市民活動団体・NPO が
夏休み期間に提供する受け入れプログラムを紹介
し、学生が参加する活動を選択、グループを形成
します。
【場所】武蔵野美術大学【参加費】無料
＊参加対象は大学生ですが、興味のある市民活動
団体・NPO の方の見学も可能です。
【問合せ】こだいらボランティアセンター

災害は忘れたころにやってくる
〜小平市で大地震が起きたら〜
いざという時、あなたは何を守りたいですか？そ
のために、日ごろ何をしたらいいと思いますか？
みんなで考え、話し合ってみませんか？ 小平の
未来のために。
【日時】６月２１日（土）9:30〜11:30
【場所】小平市中央公民館１階会議室
【対象】個人でも団体でも「関心のある方」
（例え
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☎042-346-1424
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