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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。

【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

◆

おだまき 春のさきおり展

うたごえ喫茶 in 元気村

春らしいバッグやショール、小物など多くの裂き織り
商品を取り揃えております。
【日時】４月１６日（木）〜２１日（火）10:00
〜18:00（最終日は 17:00 まで）
【場所】ギャラリーゆりの木（国立市東 1-15-20）
【問合せ】社会福祉法人つむぎ おだまき工房
☎042-341-7107

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〜
４月２７日、５月２５日
【場所】小平元気村おがわ東第２会議室（予定）
【参加費】500 円
【問合せ】村瀬☎042-344-5985、荻島☎042-345-4403

第 169 回 16 ミリ映画をみる会

小平こども劇場

やうすべつ

矢臼別平和盆踊り

◆こどもまつり
〜ロはロボットのロ コはこどもまつりのコ〜
春の一日、小金井公園で大人も子どもも思いっきり遊
びます。
【日時】５月１０日（日）10:00〜15:00
＊雨天の場合は１７日(日)に延期です。
【場所】小金井公園 つつじ山広場
【参加費】無料 どなたでも参加できます。
◆舞台鑑賞：幼児～小学生対象
オペラシアターこんにゃく座公演

2014 年 独立プロ名画保存会 88 分＋特典映像 28 分
〈作品紹介〉北海道・根釧原野にある自衛隊矢臼別演
習場はもとは農村地帯だった。自衛隊からの執拗な買
収工作を受けても拒否し住み続けた２家族を励まそう
と農民・労働者・学生・市民が 1965 年夏に初めて開催
したのが「矢臼別平和盆おどり」。2014 年夏、50 回目
を迎えた。
【日時】４月１８日（土）18:30〜
【場所】小平市中央公民館
【問合せ】関根☎042-342-3435

オペラ『ロはロボットのロ』
ぼくの名前はテト。パン作りが得意なロボット。ある
日、故障を直してもらうために旅に出た。そこで待っ
ていたことは・・・。
【日時】５月３０日（土）17:00 開演
【場所】ルネこだいら中ホール
【参加費】3,300 円（入会金＋２ヶ月分の会費、４歳以
上子ども・大人同額）
【申込・問合せ】小平こども劇場 ☎＆FAX 042-347-7211
E-mail:http://www.konnyakuza.com/syusai.html
http//www.ab.auone-net.jp/~gekijyo/index.html

音楽と遊ぼう
身体や楽器でリズムあそび、つながりあそび、表現あ
そびをします。民族楽器やトーンチャイムも使います。
【日時】４月１８日（土）9:40〜11:30
【場所】小平市大沼公民館ホール
【対象】小学生
【参加費】100 円（おやつ付）要予約
【主催・問合せ】音楽と遊ぼう ☎042-345-9145

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】

第９回 2015 こだいら雨情うたまつり

４月２２日（水）14:00〜永田珈琲（珈琲付 1,000 円）
５月２９日（金）14:00〜永田珈琲（珈琲付 1,000 円）

美しい日本語をつぎの世代へ
東日本大震災復興応援コンサート
〈出演〉二小青少対二子二子合唱団、高橋一眞と愉快
な仲間たち、小平市棒打ち唄保存会、マミィーズ、上
宿よさこい、小平手をつなぐ親の会 だだっ鼓 2004、
小平青少年吹奏楽団、スズキ・メソード
【日時】５月２４日（日）14:00 開演
【場所】ルネこだいら大ホール
【参加費】500 円（全席自由）未就学児は無料
前売りチケットはルネこだいらチケットカウンターで
発売中です。
【主催】こだいら・雨情うたまつり実行委員会
【問合せ】
（公財）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）

☎&Fax 042-341-3457

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】
４月２６日（日）13:30〜15:30
講師：橋詰登志夫さん（むさしのケアキャブ・㈱ボッ
クスオフィス代表）「広がる介護タクシーの活用…」
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講演会

小平市脳卒中患者友の会「ピアズ小平」

こんなに面白い「徒然草」

第１９回交流会

現代人の目から見ても面白いエッセイである「徒然草」
を、歴史小説家という立ち位置からお話していただき
ます。
講師：谷津矢車さん（歴史作家）
【日時】５月２３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名
【参加費】無料。申込不要、但し満席の際は入場をお
断りすることがあります。
【主催】小平図書館友の会
【問合せ】伊藤☎090-1707-0860

脳卒中患者と家族が社会貢献をする会です。奇数月の
原則第二土曜日に交流会を開催しています。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。
【日時】５月９日（土）14:00〜16:00
【場所】あおぞら福祉センター１階会議室
【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:piazukodaira@jcom.zaq.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！

第５回「ひびき」小さな朗読会

◆

〈プログラム〉浜田廣介著『泣いた赤おに』、阿久悠著
『富士を見て』、山本文緒著『ものすごく見栄っぱり』、
三浦哲郎著『とんかつ』、住井すゑ著『ざくろ』
【日時】５月３１日（日）14:00 開演
【場所】小平市民活動支援センターあすぴあ会議室
【参加費】無料
【問合せ】朗読小平教室「ひびき」柳田☎042-345-6588
E-mail:fiore-are0705@tbz.t-com.ne.jp
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◆

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）
４月１６日（木）10:00～11:45 ベビー三小 ティータイム
２４日（金）ベビー中央 おしゃべり
２７日（月）津田 お誕生会＆読み聞かせ
２８日（火）はなこ 大型絵本の読み聞かせ
５月１２日（火）11:00〜12:30 白梅 おしゃべり
１４日（木）だっこ（中野産婦人科医院ホール）
１９日（火）ベビー四小 おしゃべり
◉ポポロ童謡コンサート ポポロときららが共催でお
送りする童謡コンサート。小さいお子さんがいても大
丈夫、舞台の前にマットを敷いておもちゃで遊びなが
ら楽しめますよ。きららスタッフがママのサポートで
スタンバイしていますので安心してご参加ください。
【日時】５月８日（金）10:30〜11:30
【場所】ルネこだいらレセプションホール
【参加費】無料
◉絵本と育ばな ちょこっと わらべうた 絵本の紹
介や読み聞かせ ５月８日（金）12:00〜14:00
時間内出入り自由。きらら事務所、無料
【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１回「コミュニケーションスキル実践」その１
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】４月１５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

◎ハートピア総会後特別講演会「津田梅子の生涯
について」講師：高橋裕子氏（津田塾大学英文学科教
授）津田塾創設から115年、日本女性の自立に捧げた津
田梅子の生涯について学んでみませんか。
【日時】５月２８日（木）10:00〜12:00
【場所】小平市福祉会館第１集会室
【定員】80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

自由遊びの会
【日時・内容】いずれも 10:00〜17:00（出入り自由）
４月１９日（日）ベーゴマ大会
５月１０日（日）くぎさし大会
【場所】小平中央公園体育館裏の林
【参加費】無料、カンパ一人 100 円
【持ち物】タオルや水筒など、自分が必要な物。汚れ
てもいい服装で。
【主催】NPO 法人こだいら自由遊びの会
【問合せ】足立☎090-1771-7431
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。

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、13:00〜16:00

４月１８日、５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
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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歳の赤ちゃんもどうぞ。
【日時】４月２４日（金）10:00〜13:00
【場所】小平市福祉会館第３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
＊５月は、ぐらんこっぺ 9 日（土）、ぷちこっぺ 22 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。

健

康

◆

すまいるサロン
〜５年後、１０年後の元気な私のために〜
癒やされませんか、アロマとハーブでやさしい空間の
中でおしゃべりしましょう！健康チェック（検温、血
圧測定）や生活習慣病予防相談、健康管理士によるア
ロマとタッチケアで体にやさしい講座などを行います。
【日時】４月１９日（日）14:00〜16:00
【場所】小平市民活動支援センターあすぴあ
【定員】30 名 ＊4 月 18 日（土）までに申込、当日可。
【参加費】500 円（手作りハーブティとお菓子付）
【問合せ】すまいるサロン 高柳☎080-5041-3028
hsharia@softbank.ne.jp

小平おもちゃの病院
「おもちゃを修理して使えるようにするだけでなく、
子どもの目の前で修理を行い、治った時の喜びを子ど
もと一緒に感じるとともに、科学する心と創造性を養
い、同時に物の大切さを親子で認識してほしい」とい
うモットーに沿って、子どもとのふれあいを楽しんだ
り、修理の方法に悩んだり、達成感を味わったりして
おもちゃ修理をしています。動かなくなったおもちゃ、
壊れたおもちゃがあったらお持ちください。ドクター
やナースががワクワクしながらお待ちしています。
【活動日＆場所】いずれも土曜日 13:00〜15:30
４月２５日 中央公民館
５月 ９日＆２３日 福祉会館
＊原則毎月第２，第４土曜日に小平市福祉会館で行っ
ていますが、会場の都合等で変更の可能性もあります。
他にも ５月３１日（日） ごみゼロフリーマー
ケット（市役所駐車場）でも行います。
【修理代】原則無料ですが、修理に使用した部品代
（￥50〜300 程度）と、入院の場合に￥100 の負担をお
願いします。
【問合せ】大田☎090-5437-7298 「小平おもちゃの病
院」で検索。一緒に活動するドクターやナースも募集
中です。

◆

シニア

◆

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
４月１４日 13:30〜16:00 元気村あすぴあ会議室
２１日 9:30〜12:00 中央公民館講座室２
２８日 9:30〜12:00 元気村あすぴあ会議室
５月 ５日 休み
１２日 13:30〜16:00 元気村あすぴあ会議室
１９日 9:30〜12:00 中央公民館講座室２
２６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。

熟年いきいき会
■伴侶を亡くした人が語り合う会
４月のテーマ〜もしもの時に頼れる人はいますか〜

DVD 上映会

「もがれた翼２１〜ひとりぼっちの子守唄〜」

【日時】４月１５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
＊伴侶のある方の参加はできません。

「もがれた翼」は子どもたちと弁護士が創るお芝居で、
毎年、いじめや虐待、少年犯罪など、子どもたちを取
り巻くホットな話題を取り上げ、笑いあり涙ありのお
芝居にしています。今回は妊娠期からの継続的な支援
をテーマにした最新 DVD を上映します。
【日時】４月３０日（木）10:00〜12:30
【場所】小平市中央公民館講座室２
【参加費】無料、当日会場へ。
【主催】小平市教育委員会
【企画・運営】子どもの権利条約普及推進事業企画委員会
【問合せ】教育委員会教育部 地域学習支援課
☎042-346-9834

■コミュニティ・カフェ「おしゃべりサロン」
【日時】５月７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、参加自由

■講演会
「老いを楽しく生きる」〜動いて 動いて 健康長寿〜
講師：小柴常雄さん（当会会員）
【日時】５月１４日（木）13:30〜16:00
【場所】小平市福祉会館小ホール
【参加費】資料・お茶代 200 円 予約不要、参加自由
■♪みんなで唄おう♪ 第 36 回「市民うたごえ祭り」

4

【日時】５月２８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、参加自由
【主催・問合せ】太田 ☎＆Fax 042-341-8604

◆

まちづくり

動にあった資金によってミッションの達成を実現する
ために、NPOの財源や助成金の基礎、申請のポイントを
一緒に考えます。
「NPOを始めたばかり」
「助成金を初め
て申請する」などの初任者の方におすすめです。
【日時】５月８日（金）18:30〜21:00
＊同様の講座を６月３０日（火）にも開講予定です。
詳細は決まり次第webサイトでご案内します。
【対象】NPO・ボランティアグループのメンバー、中間
支援組織スタッフなどで関心のある方
【参加費】2,000円（テキスト代込み）

◆

こだいら市民提言の会
〜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】４月２５日（土）10:00〜
５月２２日（金）14:30〜
【場所】花小金井北公民館
【問合せ】古家☎090-9675-6855
E-mail:kodaira-teigen@aglaia.co

◆

環 境

◆「認定」を目指すNPO法人のためのガイダンス
認定NPO法人制度や寄付税制のポイント、認定取得のた
めの要件、具体的な手続きなど、基礎的な内容です。
講師：関口宏聡さん（NPO法人シーズ・市民活動を支え
る制度をつくる会 常務理事）
【日時】４月１７日（金）、６月１７日（水）
いずれも18:30〜20:30（各回同じ内容です）
【対象・定員】東京都に主たる事務所のあるNPO法人の
スタッフや役員等、各回20人（予約制）
【参加費】2,000円（東京都発行の認定NPO法人ガイド
ブック代込み）
◆個別相談：認定NPO法人になるための８つの要件を
満たしているか、申請書類の書き方や記入内容のチェ
ック、寄付に参入できるかの確認、本認定・仮認定の
申請の選択など、実情にあわせて面談で対応します。
講師：東京ボランティア・市民活動センター相談員
【日時】随時（相談員在席時）但し事前予約を。
上記◆印３件いずれも
【場所】東京ボランティア・市民活動センター（飯田
橋セントラルプラザ10階）
【問合せ】東京ボランティア・市民活動センター（相
談担当）☎03-3235-1171 FAX03-3235-0050

◆

上映会 みつばちからのメッセージ
ミツバチの大量死は日本だけではなくて海外でも起き
ていますが、その原因には電磁波や農薬、温暖化…い
ろいろな説を聞いたことがあります。この映画で導か
れた原因はネオニコチノイド。有機リン系農薬にかわ
り、
「弱毒性」で「害虫は殺すが人には安全」というこ
とで広がった新農薬です。
【日時】５月２３日（土）14:00〜15:00
【場所】小平市福祉会館第２集会室
【参加費】無料
【主催・問合せ】NPO 法人小平・環境の会 島
☎042-332-2647

◆

３．１１関連

◆

◆

災害は忘れたころにやってくる

◆

玉川上水ストーリーテラーズ

〜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。
今回は昨年度の活動の振り返りと今年度の活動方針等
について話し合います。
【日時】４月１８日（土） 9:30〜11:30
【場所】小平市中央公民館学習室３
【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

◆

会員募集

江戸・東京を長く支えた史跡玉川上水の魅力を
海外の人に伝えよう！
玉川上水や周辺地域の歴史・風土・自然について一緒
に学び、英語の資料を作成したり、英語によるガイド
の練習をします。そして国内外に住む英語スピーカー
に向けて、玉川上水ウォークなどイベントへの参加を
呼びかけ、英語ガイドやサポートをします。
【活動日】月１〜２回、不定期
【活動場所】小平市内の公民館（主に津田公民館）、小
平市民活動支援センターあすぴあ、絵本とおはなしの
みせ「おばあさんの知恵袋」
（JR国分寺駅南口徒歩３分）
など
【参加費】プリント代等実費
【協力団体】みどりのつながり市民会議、ちむくい（小
さな虫や草やいきものたちを支える会）
【問合せ】宮西 咲（みやにし えみ）
E-mail:tadokist@gmai.co

NPO ◆

◆ききマネ講座 NPOとお金〜NPOを取り巻くお金と
助成金の基礎〜
多くの団体が「資金」に悩んでいます。自分たちの活
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