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急な変更の可能性もありますので、
ご確認ください。

絵本を題材に遊びの世界を広げます。
【場所】ルネこだいらレセプションホール
【参加費】500 円

◆

＊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。

ユネスコ・ニューイヤーコンサート 2015

【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/index.html

〈出演〉関東ジャズ（座間キャンプ・在日米陸軍軍楽隊）
【日時】１月１７日（土）13:30 開演
【場所】ルネこだいら中ホール
【参加費】1,000 円、全席自由
【主催】小平ユネスコ協会
【問合せ】事務局 西村☎090-3800-4711

うたごえ喫茶 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〜
１月２６日、２月２３日、３月３０日
【場所】小平元気村おがわ東第２会議室
【参加費】500 円
【問合せ】村瀬☎042-344-5985、荻島☎042-345-4403

新春タンゴコンサート
〈出演〉熊田洋、近藤久美子、東谷健司、北村聡
【日時】１月１７日（土）15:00 開演
【場所】小平市中央公民館ホール
【参加費】2,000 円
【申込み】ファーメイ ☎042-308-0903
URL http://farmei.fc2web.com/

サロンミニコンサート
第 166 回 16 ミリ映画をみる会

《1725 年製のストラディバリウスのバイオリン》

雲ながるる果てに

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）

1953 年新世紀映画作品 モノクロ 100 分
〈作品紹介〉ベストセラーになった同名の学徒航空兵
の手記を元に、太平洋戦争末期の昭和 20 年春、知覧を
舞台にさまざまな思いを胸に秘めた学徒兵たちの短い
青春の姿を描く。出演：鶴田浩二、山岡久乃ほか
【日時】１月１７日（土）18:30〜
【場所】小平市中央公民館講座室１
【問合せ】関根☎042-342-3435

１月２８日（水）13:00〜永田珈琲（珈琲付 1,000 円）
２９日（木）11:00〜さわやか館
２月１８日（水）10:30〜小川町二丁目児童館
２３日（月）13:00〜永田珈琲（珈琲付 1,000 円）
【問合せ】バイオリンの音を楽しむ会（黒澤）

☎&Fax 042-341-3457

◆

朗読小平教室「ひびき」 第７回発表会
〜ドラマティック・リーディングをめざして〜
〈プログラム〉内海隆一郎作『釣り竿』、藤沢周平作『夜
の雪』、さねとうあきら作『おにひめさま』、川端康成
作『ざくろ』、藤沢周平作『桐畑に雨のふる日』、萩坂
昇再話『あとかくしの雪』
【日時】１月１８日（日）9:45 開演
【場所】小平市中央公民館ホール
【参加費】無料
【問合せ】坂本☎042-395-2328、滝来☎042-392-8894

まちづくり

◆

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〜
いざというとき、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】１月１７日（土） 9:30〜11:30
【場所】小平市中央公民館和室つつじ【参加費】無料
【対象】個人でも団体でも「関心のある方」
【主催】3.11 に学ぶ小平の減災を考える会
【問合せ】渡邊 ☎080-6019-2385

小平こども劇場
▼わくわくフシギ探検隊！冬編

こだいら市民提言の会

一度参加したらはまっちゃう！楽しい時間へようこそ！

【日時・対象・内容】１月１８日（日）
① 10:00～12:00 (幼児 4 歳～6 歳)＝秘密の探検＝
② 13:30～16:30（小学生）＝冬の巻＝
【場所】①小平市中央公民館学習室４②同和室(けやき)
【定員】30 名（先着順）【参加費】500 円
▼〜０・１・２・３才のみる・きく・あそぶ〜ここ♥りん
【日時・内容】いずれも木曜日 10:00〜12:00

〜小平市のお財布の中身から小平市を知ろう〜
市民が作った小平市の財政白書第２弾に向けて活動し
ています。小平市のお財布の中身を調査・分析しなが
ら、雑談もしています。お気軽にご参加ください。
【日時】１月２３日（金）、２月２７日（金）
いずれも 14:30〜
【場所】いずれも花小金井北公民館
【問合せ】古家☎090-9675-6855
E-mail: kodaira-teigen@aglaia.co

１月２２日、２月１８日
アフタフ・バーバンの表現あそびワークショップ
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◆
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お弁当持ち込み OK！０歳のあかちゃんもどうぞ。
【日時】１月２３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
＊２月のぐらんこっぺ 14 日（土）、ぷちこっぺ 27 日（金）。
こだいらネット（http://www.kodaira-net.jp/）の「非
営利活動」で検索。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。

◆

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）
１月１５日（木）ベビー三小 ティータイム
＊栄養士によるミニ栄養相談会
２０日（火）ベビー四小 おしゃべり
２３日（金）ベビー中央 おしゃべり
２６日（月）津田 お誕生会・読み聞かせ
２７日（火）はなこ わらべうたライブ
＊わらべうたうたい 坂野知恵さんと IBUKI さん（ギ
ター）をお迎えします。
２月 ３日（火）11:00〜12:30 白梅 おしゃべり
１２日（木）だっこ（中野産婦人科医院ホール）
◉ベビマサロン いずれも 10:30〜11:45
はなこ １月２３日（金）鈴木公民館和室
中央
１月３０日（金）中央公民館和室つつじ
ハイハイまでの赤ちゃん向け、ママのティータイムあ
り。定員各４名、参加費 700 円

◆

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。
〈メニュー〉コーヒー、紅茶、ジュース
など、クッキー付きで１杯各100円。
【日時】原則毎月第３土曜日 13:00〜17:00

１月１７日、２月２１日、３月１４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

◉産前産後の骨盤の話・骨盤体操

１月２３日（金）10:30〜11:45

中野産婦人科ホー
ル。妊娠中期以降の妊婦さんと産後 6 ヶ月までのママ
（赤ちゃん同行 OK）、定員８名、参加費 700 円
講師：金乙美さん（マタニティ整体師）
◉絵本の時間 絵本の紹介や読み聞かせ
２月５日（木）10:30〜12:30 時間内出入り自由
きらら事務所、無料
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

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８回「事例実習」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】１月２１日（水）10：00〜12：00
【場所】小平市福祉会館第３集会室

◎「７つの習慣」学習会（７回シリーズ）
第６回「第３の案について」AかBかの二者択一を超克
する第三の案の選択について一緒に学んでみませんか。
【日時】２月４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
＊この事業は真如苑市民活動公募助成事業です。

自由遊びの会
【日時・内容】いずれも 10:00〜16:30（出入り自由）
１月１８日（日）お正月遊び
「和凧の会」の方が凧をあげに来てくれます。家にあ
る凧を持ってきても OK。コマの長回し大会もするよ！
（14:00 位からの予定）
２月１５日（日）バウムクーヘン再び！
去年大好評だったバウムクーヘン作りを今年も行いま
す。ベーゴマ、釘刺し、縄跳びや鬼ごっこなどでも遊
びます。
【場所】子どもキャンプ場＆きつねっぱら公園
【参加費】無料、カンパ一人 100 円＊バウムクーヘンは

小平市市民活動支援公募事業

精神障がいを考える映画上映と体験発表

「むかし Matto の町があった」
イタリア精神保健改革の過渡期を舞台に、精神科医の
苦悩と患者との交流を描いた映画上映と、リハビリか
ら社会復帰を目指す当事者の体験発表を通じて、精神
障がいに対する理解を深めます。
【日時】１月３１日（土）12:00〜16:25
【場所】小平市中央公民館ホール
【参加費】300 円【定員】80 名（先着順）
【主催】クラブハウスはばたき賛助会
【申込み】1 月 30 日までに☎・FAX・電子メールで問合せ先へ。
【問合せ】クラブハウスはばたき内賛助会事務局
☎＆FAX 042-403-4099
E-mail:ch.habataki.matto@gmail.com

材料費がそれなりにかかるので、よろしく！

【持ち物】本人が必要な物。汚れてもいい暖かい服装で！
【主催】NPO 法人こだいら自由遊びの会
【問合せ】足立☎090-1771-7431、佐藤☎090-1613-4442
http://plaza.rakuten.co.jp/kodairaplaypark/
＊天候悪化などで中止の場合は HP をご確認ください。

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
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ケアタウン小平ボランティア講座

◆

ホスピスケアの理念を掲げ、地域のために楽しく生き
甲斐を持って活動してみたいと思われる方はぜひご参
加ください。受講のみも可能です。
【日時】２月１５日（日）13:00〜16:30
【場所】ケアタウン小平１階（小平市御幸町 131-5）
【講座内容】①ケアタウン小平の理念について ②傾
聴、行動と感情の関係について ③ボランティアから
のメッセージ
【参加条件】小平市かその近隣在住の方で毎週１回活
動できる方
【参加費】無料
【〆切】２月１０日（火）
【問合せ】NPO 法人コミュニティケアリンク東京事務
局 ☎042-321-5985 FAX 042-321-5982（住所、氏名、
電話番号を記載）

◆

環 境

シニア

◆

熟年いきいき会
■みんなで話しましょう 「今年はこんな年にしよう！」
【日時】１月１６日（金）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 予約不要、自由参加
■みんなで唄いましょう♪第 34 回「市民うたごえ祭り」
【日時】１月２２日（木）13:30〜15:30
【場所】小平市中央公民館ホール
【参加費】歌詞集代 200 円 予約不要、自由参加

■コミュニティ・カフェ「おしゃべりサロン」
【日時】２月５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 予約不要、自由参加

◆

■伴侶を亡くした人が語り合う会
【日時】２月１８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
＊伴侶のある方の参加はできません。
以上の【主催・問合せ】
熟年いきいき会 太田 ☎＆Fax 042-341-8604

小平市いきいき協働事業

省エネ・創エネフェア
自立型太陽光発電装置作りやミニセミナー、相談コー
ナー、旬な省エネ・創エネ情報満載のパネル展示など
など‥盛りだくさんのフェアです。
【日時】１月１６日（金）〜１８日（日）
【場所】小平市中央公民館ギャラリー
【参加費】無料 ＊但し、
「ベランダ太陽光発電組立セ
ミナー」で装置を組み立て持ち帰りたい方は装置代
（25,000 円）がかかります（要事前申込み）
。
【問合せ】市民共同発電所・NPO 法人こだいらソーラ
ー ☎042-467-2861 E-mail:kodaira.solar@gmail.com

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
２７日 9:30〜12:00 元気村あすぴあ会議室
２月 ３日 9:30〜12:00 中央公民館学習室４
１０日 13:30〜16:00 元気村あすぴあ会議室
１７日 9:30〜12:00 中央公民館学習室４
２４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。

小平から知る権利を問う partⅡ
住民投票の公開を求める裁判をめぐって
先の住民投票で日の目を見ることなく眠っている投票
用紙の公開を求めた裁判では「非公開は妥当」との判
決が出されました。この裁判の意味と、市民により広
く情報を公開する重要性について、担当弁護士と、情
報公開制度の普及・改善に長く取り組んでこられた専
門家にお話いただきます。
【日時】１月２５日（日）13:30〜16:00
【場所】小平市中央公民館学習室４
【参加費】資料代 300 円
【主催】小平都市計画道路に住民の意思を反映させる会
【問合せ】水口☎090-8341-9170

バランスのとれた身体づくり
講師：元持茂氏（NPO法人日本健康指導士会専務理事）
中高年の健康づくりには、手軽に且つ継続できるラジ
オ体操などの運動が有効です。1年前もご指導頂き好評
でしたので、再度お願しました。是非ご参加いただき
一緒に汗を流しましょう。
【日時】２月３日（火）10:30〜11:30
【場所】小平市福祉会館小ホール
【定員】30名（当日先着順）【参加費】資料代200円
【主催】シルバー大学第41期OB会たまり場フォーティ
ワン運営委員会
【問合せ】細江☎042-344-7618
E-mail:hosoeguri@ybb.ne.jp

小平市市民活動支援公募事業

玉川上水の豊かな水と緑とは？
〜環境都市江戸に学ぶ〜
講師：亀山章氏（公益財団法人日本自然保護協会理事長）
今ある世界の水と緑の環境問題群をどのように捉え、
足元の玉川上水などの自然を子供たちに守り伝えるに
はどうすればよいか、環境都市江戸から学ぶものは何
かなどを、専門家の立場からお話していただきます。
【日時】２月２２日（日）13:30〜16:00
【場所】小平市中央公民館ホール
【参加費】資料代 300 円【定員】150 人（当日先着順）
【主催】学び舎江戸東京ユネスコクラブ
【問合せ】牛島☎042-332-7039
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◆
と

男女共同参画

第 18 回女と男のフォーラム
笑って笑って考えよう

◆

生き方 働き方 未来のこと

も

‐男女共同参画社会は 男性にとっても 楽な社会だ‐

女男に支えるコミュニティをめざして

講師：瀬地山角さん（東京大学大学院総合文化研究科教授）

女性も男性もいきいきとした地域社会にするために、
近隣市の例を聴きながら話し合いをしませんか。
講師：白石玲子さん（東久留米市議会議員）
【日時】１月２３日（金）18:30〜20:30
【場所】小平市中央公民館講座室２
【参加費】無料
【対象・定員】市民、40 名（要申込、先着順）
【申込】1 月 20 日（火）までに☎またはメールで問合
せ先へ。メールの場合は、件名「女男に支えるコミュ
ニティをめざして受講希望」、本文「氏名、住所、電話
番号」を記入して送信してください。
【主催】小平市教育委員会
【企画・運営】小平市女性のつどい
【申込】浅見☎090-5588-7034
E-mail:kodairashijosei@yahoo.co.jp

育児や保育所運営まで実際に経験した講師が、子育てや家事、
ワーク・ライフ・バランスの問題にアプローチします。

【日時】２月２１日（土）13:30〜15:30
【場所】小平市中央公民館ホール
【定員】130 名（1 月 20 日より下記問合せ先へ申込）
【保育】定員 7 名（１才から就学前までのお子さん、要予約）
【企画・運営】小平市男女共同参加推進実行委員会
【問合せ】小平市次世代育成部青少年男女平等課
☎042-346-9618 E-mail:byodo@city.kodaira.lg.jp

◆

10:00〜17:00（最終日は 16:00 まで）
【場所】小平市中央公民館１階ふれあいギャラリー
【内容】ミニ講座（各回先着 10 名）
1/23（金）①13:30〜 ②14:30〜ミニフラワーアレンジ
教室 材料費 500 円
1/24（土）10:30〜鉛筆型ロケットと宇宙食の紹介等
13:30〜書道体験教室
1/25（日）13:15〜太極拳体験教室
世界遺産パネル展示、ユネスコ活動紹介等 DVD の上映
や、書き損じハガキの回収もします。
【主催】学び舎江戸東京ユネスコクラブ
【問合せ】事務局 牛島 ☎042-332-7039

生き方 はたらき方
【日時】第１回：１月２９日（木）10:30〜12:30
（ファシリテーター：岩嶋寿子さん）
第２回：１月３１日（土）13:30〜15:30（ファシリ
テーター：森野やよいさん）
【場所】元気村 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】若干名
申込は https://ssl.form-mailer.jp/fms/5827cfc8337059
【主催】男女協働参画推進実行委員会/こだいら参画の会
【問合せ】森野 E-mail:yamorino@gmail.com

◆

ひ と

小平市女性のつどい 女と男の市民活動
市内の団体やサークル等、数十団体による日常活動の
展示（発表）と交流会です。
〈内容〉７日 11:00〜いぐさリース作り、８日 10:30〜
12:00 防災カフェ、８日 13:30〜15:30 女と男の交流会、
その他 喫茶やぶつぶつ交換、子どもの人権アニメ上
映など。
【日時】２月７日（土）9:00〜17:00、８日（日）
9:00〜16:00
【場所】小平市中央公民館ギャラリー、視聴覚室
【主催】小平市女性のつどい
【問合せ】いちわら☎080-6867-4399

寄 稿

◆

あなたにもできる身近なユネスコ活動
【日時】１月２２日（木）〜２５日（日）

みんなで話そう！ ワールド・カフェ

ひ と

国際交流

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 TOKYO２０１５
テーマ〜今を想い、未来を創る〜
今年度は「グローバルとローカル」「暮らしと居場所」
「ボランタリズムと組織運営」「いまと未来」の 4 カ
テゴリーに分け、33 の多様なプログラムで考えます。
【日時】２月６日（金）〜８日（日）
【場所】飯田橋セントラルプラザ、ほか
【参加費】2,000 円
【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

「みんなでつくる音楽祭ｉｎ小平」を開催！

障害者週間の１２月６日（土）昼から、中央公民館全館貸切で「みんなで
つくる音楽祭ｉｎ小平」を開催しました。仙台で２００１年から行われて
いる、障がい者も健常者も一緒に楽しむ「とっておきの音楽祭」をお手本に
障がいの有無、音楽のジャンルや世代を超えて音楽を楽しもうという、小平
で初めての試みでした。当日は、７３の団体や個人が出演し、ボランティア
スタッフ、実行委員が１３０人、２０００人の市民が集い、公民館全体が
音楽やパフォーマンスで沸き立つようでした。各会場では笑いや涙のエピソ
ードが数多く生まれ、心が温まる音楽祭となりました。ご協力いただきました関係者の皆様、本当にありがとう
ございました。（実行委員長 細江卓朗）
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