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見えない手錠をはずすま
で』

50 年殺人犯というレッテルを背負いながら、泣き、
笑い、怒り、日々を“凛”と生き抜く夫婦の物語。
【日時】６月１５日
（日）開場 14:00 上映 14:20
【場所】ルネこだいら中ホール
【参加費】前売券 1,000 円 当日券 1,200 円 高
校生以下 500 円 チケット予約は問合せ先へ
【問合せ】映画『SAYAMA』製作委員会
☎&FAX042-316-5882 http://sayama-movie.com/
E-mail:info@sayama-movie.moo.jp

✐

急な変更の可能性もありますので、
ご確認ください。

小平こども劇場
■人形劇団ののはな公演人形劇「あかずきんちゃん」
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）開場 15:00 開演 15:15
（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

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）

６月２０日（金）

■第三回

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 円）

琵琶演奏と語りの会

なかなか聴く機会のない琵琶の音色をお楽しみく
ださい。
〈演目〉
「白虎隊」
「おこんじょうるり」他
【日時】７月１３日（日）14:30〜15:45
【場所】小平市福祉会館 4 階小ホール
【参加費】大人 1,000 円、中高生 500 円、小学生
以下無料(大人同伴)
以上２件の【申込み・問合せ】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/

２１日（土）14:30〜小平市津田公民館（500 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
７月２７日（日）
14:30〜小平市津田公民館（500 円）

３０日（水）
13:15〜東久留米市東部地域センター（500 円）

３１日（木）
13:15〜東久留米市南部地域センター（500 円）

【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 160 回

報

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】６月２９日（日）13:30〜15:30
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」★日程が変更になりました。
【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

◆

ドキュメンタリー映画

『SAYAMA

情

♪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】毎月最終月曜日 18:30〜21:00

16 ミリ映画をみる会
え ん

婉という女
ほるぷ映画製作 1971 年 123 分 カラー
〈作品紹介〉封建制度下の土佐藩で、逆境に生き
た実在の人物、野中婉の生涯を書き上げた小説の
映画化。武家社会の矛盾、非情さの中で、凛とし
て生きる婉の強さを岩下志麻が見事に演じている。
キネマ旬報ベストテン３位
【日時】６月２１日（土）18:30〜（開場 18:00）
【場所】小平市中央公民館
【問合せ】関根☎042-342-3435

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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６月３０日、７月２８日、８月２５日
【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
2014 年度 小学校教育フォーラム
テーマ「豊かな心を育むために」
詩人であり童話作家でもある工藤直子氏が白梅に
やってきます。
第一部 13:00〜15:00 工藤直子の語る“詩の世界”
第二部 15:10〜16:30 「豊かな心を育むために」

をテーマに本学教授陣による実践例を報告します。
【日時】７月２６日（土）13:00〜16:30
【場所】白梅学園大学
【参加費】2,000 円
【定員】150 名 お申し込みは下記までお問い合
わせください。定員になり次第、締め切ります。
【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/

◆

子

ど

も

◆

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）
６月１２日（木）★だっこ
きららの広場はどな
でも参加できま
１７日（火）★ベビー四小 た
す。★印の子育て広
１９日（木）★ベビー三小 場はスペースやおも
ちゃが０歳児向けで
２３日（月）津田
す。ご理解の上、遊
２４日（火）はなこ
びに来てください。
２７日（金）★ベビー中央
７月 １日（火）11:00〜12:30 白梅
◉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）
６月２０日（金）中央（中央公民館つつじ）
◉きらきらパーク
子育て中のママ・パパがお子さんと一緒に楽しめ
るイベントです。申込み不要、無料。
【日時】６月２１日（土）10:00〜11:45
【場所】小平市福祉会館１階和室ホール
◉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。
７月３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【申込み・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

【問合せ】こっぺの会 高橋☎042-345-1905
梅田☎042-344-2535 佐藤☎042-453-3456
こだいらネット（http://www.kodaira-net.jp/）の「非
営利活動」で検索。＊7 月のこっぺは、12 日（土）ぐ
らんこっぺ、25 日（金）ぷちこっぺです。＊この事業
は歳末たすけあい地域福祉活動募金による助成を受け
ています。

▼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
▼〜０・１・２・３才のみる・きく・あそぶ〜ここ♥りん

アフタフ・バーバンの表現あそびワークショップ
【日時・場所】時間はいずれも 10:00〜12:00
６月２５日（水）小平市中央公民館ホール
７月１０日（木）ルネこだいらレセプションホー
ル

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/
＊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。

◆

まちづくり

◆

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】６月１４日（土）10:00〜12:00
６月２７日（金）14:30〜16:30
【場所】いずれも花小金井北公民館
【問合せ】Fax050-3156-3854

E-mail: yumi@aglaia.cc

小平市住民投票１周年
まちづくりは市民参加で
【日時】６月２１日（土）14:00〜

こだいらおもちゃ図書館こっぺ

【場所】小平市福祉会館第一集会室
【内容】シンポジウム（14:00〜17:25）
第一部 14:00〜「住民投票の投票用紙開示の意義」
第二部 15:30〜「住民投票で何がどう変わったか」
懇親会 17:45〜19:30
【参加費】シンポジウム 300 円、懇親会 700 円（学
生 500 円）、両方参加 1,000 円（学生 800 円）
【保育】シンポジウムは保育あり（保育料 500 円）。
申込みは 20 日までに高橋☎＆FAX042-207-1236 へ。
【主催】小平都市計画道路に住民の意思を反映させる会

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！
「子どもにとっていいおもちゃって何？」をテー
マにミニ談話会を開きます。
【日時】６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才の赤ちゃんもどうぞ！
【日時】６月２７日（金）10:00〜13:00
【場所】小平市福祉会館第１集会室
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〜柏モデルから考える

【問合せ】☎090-8341-9170
jumintohyo@gmail.com

◆

福

祉

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 が作りあげてきた事例から、
その方策を考えたいと思います。
◆基調講演（18:00〜18:50）

◆

ハートピアすぺーすまいらいふ＆まいわーく事業
〜若者が社会参加するために必要なABCを学ぶ支援事業〜
◎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
◎成功するスキルアップ学習会（４回シリーズ）
第３回「潜在能力を引き出す原則と名言について」
世界№１のサクセスコーチと言われるJ.キャンフ
ィールドの著作から一緒に学んでみませんか。
【日時】７月２日（水）10:00〜12:00
【場所】小平市福祉会館第３集会室
以上２件とも【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

「柏モデルをどう作ってきたのか」

＊この事業は真如苑市民活動公募助成事業です。

小平市脳卒中患者友の会（ピアズ小平）

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

第14回定例会

喫茶〈サタデーひだまり〉

脳卒中患者と家族が社会貢献をする会です。経験
者、ご家族、興味のある方、どなたでもご参加い
ただけます。今回の内容は「脳卒中予兆テストに
ついて」です。
【日時】７月１２日（土）14:00〜16:00
【場所】あおぞら福祉センター１階会議室（小平
市鈴木町1-472）
【参加費】100円 ＊参加される方は事前連絡を。
【問合せ】中村☎070-5517-2642（午後）
E-mail:garansports@jcom.home.ne.jp
＊ホームページ立ち上げ・作成・運営等広報を担
当してくれるボランティアを募集中！

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
６月２１日、７月１９日、８月１６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

ゆうやけ子どもクラブ父母会ガレッジセール

◆

ゆうやけ子どもクラブ、第２・第３子どもクラブ
は、障害のある子どもを対象に放課後活動等を行
っている民間団体です。子ども衣類、大人衣類、
食器、おもちゃ、雑貨等を販売しますので、ぜひ
ご来場ください。＊雨天決行
【日時】６月２８日（土）12:00〜15:00
【場所】ゆうやけ第２子どもクラブ（学園東町
3-3-18 メゾンセサミ１階）＊駐車場はありません

震災関連

◆

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
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

ので自転車や徒歩でお越しください。

【問合せ】ゆうやけ第２子どもクラブ
☎042-344-0922
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
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【主催】小平の防災を考える会（仮称）
【問合せ】渡邊☎080-6019-2385

◆

シニア

◆

◆

男女共同参画

◆

ワールド・カフェ

はじめてのパソコンサークル

生き方、はたらき方を考えよう

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

これでいいのかな？「私の生き方、働き方」
お茶を飲みながら、ゆったりおしゃべりしませんか！

【日時・内容】
① ６月２３日（月）10:30〜12:30
ファシリテーター 岩嶋寿子さん
②６月２８日（土）13:30〜15:30
ファシリテーター 森野やよいさん
【場所】小平市男女共同参画センター“ひらく”
【定員】20 名（先着順）
【参加費】無料
【保育】５名
【主催】小平市男女共同参画推進実行委員会、
こだいら参画の会
【問合せ】北川☎042-324-4361
参加・保育申込みは以下へ。

６月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
７月 １日 9:30〜12:00 中央公民館講座室１
８日 13:30〜16:00 元気村あすぴあ会議室
１５日 9:30〜12:00 中央公民館講座室２
２２日 9:30〜12:00 元気村あすぴあ会議室
【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。

https://ssl.form-mailer.jp/fms/8bdebef9304102

◆

熟年いきいき会
■吹き矢の楽しさ、教えます！
「スポーツ吹き矢 体験＆実演」

国際交流

◆

こだいら国際交流フェスティバル

〜病気と高齢に勝つにはまず吹き矢から〜
講師：田中清春氏（東大和市芋窪支部長）
【日時】６月１７日（火）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 予約不要・自由参加

５階ホール催し物の進行や館内の案内、屋外や本
部スタッフ等のボランティア募集！
【日時】７月２０日（日）10:30〜16:30
【場所】小平市福祉会館、市民広場
【問合せ】小平市国際交流協会事務局
☎042-342-4488 FAX042-347-3003
e-mail:info@kifa-tokyo.jp
http://www.kifa-tokyo.jp/

■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（２階）
【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。

◆ 市民活動・市民協働◆

■コミュニティ・カフェ「おしゃべりサロン」
【日時】７月３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 予約不要・自由参加

市民協働のフォローアップ支援交流会

■講演会「健康寿命を延ばす七つの習慣」

昨年度実施したいきいき協働事業や市民活動支援
公募事業の事例発表もあり、仲間づくりや地域の
新しい動きが体感できます。小平の魅力、過去・
現在・未来をテーマに、市民と市職員がつながり、
さらなる地域力アップを目指しましょう。
【日時】７月９日（水）13:30〜16:00
【場所】小平市中央公民館ホール
【参加費】無料
【保育】７人あり（６ヶ月〜未就学児、７月４日
（金）までに問合せ先へ、先着順）
【問合せ】小平市市民生活部 市民協働担当
☎042-346-9809 FAX042-346-9575
E-mail:dd0030@city.kodaira.lg.jp

いっしょにできるといいな、
こんなこと こだいら

講師：田口誠弘氏（当会顧問）
【日時】７月１６日（水）13:30〜16:00
【場所】小平市中央公民館学習室４（２階）
【参加費】資料・お茶代 200 円 予約不要・自由参加
■♪みんなで唄いましょう♪

第 31 回「市民うたごえ祭り」
【日時】７月２４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 予約不要・自由参加
以上の【主催・問合せ】熟年いきいき会
太田 ☎＆Fax 042-341-8604
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