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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。

【問合せ】基太村☎042-343-3649

◆

講演会

絵画展口と足で表現する世界の芸術家たち
手が不自由というハンディを乗り越えて口や足で絵筆
をとって描いた絵画約 80 点が展示されます。会期中、
実演も予定しています。
【日時】５月１５日（金）〜１７日（日）
10:00〜16:00
【場所】三菱電機ビルテクノサービス㈱教育センター
内体育館（小平市花小金井 7-16-1）
【参加費】無料
【主催・問合せ】三菱電機ビルテクノサービス㈱
人材開発センター☎042-341-4511

こんなに面白い「徒然草」

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

第 12 回 月夜の幻燈会「どんぐりと山猫」
作・宮澤賢治 画・小林敏也 朗読・鍵本景子 音楽・
入野智江＆植松葉子 どんぐり役・小平のこどもたち
【日時】５月１６日（土）19:10〜19:45（開場 18:40）
★11:00〜17:30 まで自転車発電で蓄電します。脚力募
集！ なお、雨天時は 17 日（日）に延期。17 日が雨天
の場合は、同日 19:30〜小川公民館ホールにて開催予定
（この場合のみ先着 70 名）天候による延期等は当日
12:00 までにブログ（http://dongurinokai.net/）とツイッ
ター（@dongurins）で発表します。
【場所】小平市中央公園 雑木林 ＊林の半分が道路
予定地の柵に囲まれてしまったため狭くなっています。
ご不便をおかけしますがどうぞご了承ください。
【参加費】無料 投げ銭歓迎！ 賛同人大募集！
【主催】どんぐりの会 ☎090-2439-7976（オガワ）
第 170 回 16 ミリ映画をみる会

チャップリンの

情

独裁者

第９回 2015 こだいら雨情うたまつり
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。
【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

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〜

５月２５日、６月２９日

1940 年 アメリカ映画 124 分 モノクロ
〈作品紹介〉チャップリンが独裁者とユダヤ人の床屋
との二役に扮している。ファシスト独裁者を痛烈に批
判した作品。
【日時】５月１６日（土）18:30〜
【場所】小平市中央公民館
【問合せ】関根☎042-342-3435

【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

こだいら雑学文化塾

５月２９日（金）14:00〜永田珈琲（珈琲付 1,000 円）
６月 ３日（水）11:20〜小川町２丁目児童館
７日（日）14:30〜津田公民館（500 円）
１２日（金）14:00〜永田珈琲（珈琲付 1,000 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】

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】５月１７日（日）13:30〜15:30
講師：古閑博美さん（嘉悦大学ビジネス創造学部教授・地
域 産 業 文 化 研 究 所 所 長 ）「 も て な し あ う 社 会 を 作 ろ
う！！」
【場所】小平市福祉会館
【参加費】資料代 100 円

【問合せ】バイオリンの音を楽しむ会（黒澤）

☎&Fax 042-341-3457

忌野清志郎を語る夕べ
数多くのスーパースターを撮り続けてきた写真家・有
賀幹夫氏が特別な想いを込めて贈るトーク&スライド
ショーです。
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【日時】５月３０日（土）18:30〜20:00(開場18:00)
【場所】小平市中央公園雑木林
＊雨天の場合は津田公民館ホール
【参加費】無料、カンパ歓迎、申し込み不要（到着順
でのご案内）
【問合せ】神尾☎080-5071-0255
E-mail:kamihoo@nifty.com

２２日（金）ベビー中央 おしゃべり
２５日（月）津田 お誕生会＆読み聞かせ
２６日（火）はなこ 大型絵本の読み聞かせ
２８日（木）だっこ（中野産婦人科医院ホール）
６月 ２日（火）11:00〜12:30 白梅
１１日（木）だっこ（中野産婦人科医院ホール）
◉絵本と育ばな ちょこっと わらべうた

６月４日（木）12:00〜14:00

絵本の紹介や読み聞
かせ、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

小平こども劇場
◆舞台鑑賞：幼児～小学生対象

オペラ『ロはロボットのロ』
主人公のテトはパンを作ることが得意なロボット。
ある日、テトは故障をしてイーストランドに向かった。
そこで待ち受けていたものは・・・子どもたちと子ど
もだった大人たちに贈る SF ファンタジーオペラ。
【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）
◆『たっちゃんの紙芝居ライブ』と

こだいらおもちゃ図書館こっぺ

『こ縁日』で楽しもう！
熱血紙芝居師の迫力の舞台は、これが紙芝居かと見ま
ごうばかり。子どもからおじいちゃんおばあちゃんま
で世代を超えて紙芝居ライブと縁日をお楽しみ下さい。
【日時】６月２７日（土）①11:30〜 ②15:00 開〜
【場所】小平市福祉会館 4 階小ホール
【参加費】子ども(3 歳～18 歳)100 円、大人 500 円
（3 歳未満は無料）
【定員】各ステージ 100 名
★こ縁日：12：30 頃(午前の部終了後)～14:45
（この時間帯はどなたでも出入りできます）
＊この公演は、西武信用金庫「第 2 回西武街づくり活
動助成金」を受けて行っています。
【申込・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
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◆

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

休み

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。

〈プログラム〉浜田廣介作『泣いた赤おに』、阿久悠作
『富士を見て』、山本文緒作『ものすごく見栄っぱり』、
住井すゑ作『ざくろ』、三浦哲郎作『とんかつ』
【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

子

◆

１６日
２３日

第５回「ひびき」小さな朗読会

◆

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。
■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】５月２２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
＊６月は、ぐらんこっぺ 13 日（土）、ぷちこっぺ 26 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。

熟年いきいき会

◆

■♪みんなで唄おう♪ 第 36 回「市民うたごえ祭り」
【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

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）

■コミュニティ・カフェ「おしゃべりサロン」
【日時】６月４日（木）13:30〜16:00

５月１９日（火）ベビー四小 おしゃべり
２１日（木）10:00～11:45 ベビー三小

【場所】小平市福祉会館第２集会室
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【参加費】資料・お茶代 200 円

【日時】６月３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「心理療法に必要なコミュニケーションスキル
実践」その２
講師：
（独）国立精神神経医療研究センター心理療法士
稲森晃一氏
【日時】６月１７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

予約不要、参加自由

■伴侶を亡くした人が語り合う会
６月のテーマ〜いざという時の心の準備〜
【日時】６月１７日（水）13:30〜16:00
【場所】小平市福祉会館第１集会室
【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。
【主催・問合せ】太田 ☎＆Fax 042-341-8604

◆

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、13:00〜16:00

◆

５月１６日、６月２０日

健

康

◆

健康マージャン ・女性初心者講座説明会

【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

精神保健福祉ボランティア講座
「ひだまり」は、障がいのある人もそうでない人もと
もに支えあって生きることを願い、精神保健福祉の向
上と会員相互の親睦を図ることを目的に、市内福祉施
設や元気村での喫茶や食事作り、ひきこもり相談支援
などのボランティア活動をしています。初めての方、
関心のある方、ボランティアに参加してみませんか。
【日時】いずれも土曜日 13:30〜16:30
６月２７日、７月４日・１１日・２５日
他に７月９日〜２２日の間に２時間程度の見学体験実習あり。

【場所】小平市福祉会館第２集会室

〜健全なゲーム、賭けないマージャンの楽しみ方〜
女性に大好評の健康マージャンを基礎から正しく学ぶ
講座の説明会です。併せて、賭けないマージャンの歩
みと健全性をお話しいたします。マージャンは指先と
頭をつかうため脳の活性化（介護予防）にも適してい
ます。本講座では小平市在住の宇野公介プロが初心者
の方に優しく教えます。
【日時】５月２０日（水）10:30〜11:30
＊本講座は６月１７日スタート 第１，３，５水曜日。
【場所】国分寺Ｌホール（駅ビル８階）
【参加費】無料 （本講座は有料）
【対象・定員】女性初心者限定、16 名（申し込み順）
マージャン
【主催】国分寺・いきいき健康 麻 将
【申込み・問合せ】原 ☎090-8890-5305
ママが元気になる広場

【参加費】300円（資料代）。ボランティア保険に未加
入の方は他に300円必要です。
【定員】20名（先着順）
【申込み】５月２０日〜６月８日までに問い合わせ先
へ氏名、住所、電話番号をお知らせください。
【問合せ】精神保健福祉ボランティアの会「ひだまり」
八木 ☎＆FAX 042-309-7984

こだはぐカフェ＠鈴木公民館
“小平はぐくみプロジェクト（こだはぐ）”は、「産後
ママの心と体を癒やしたい。支えとなり助け合える仕
組みを作りたい」という思いで始まったプロジェクト
チーム。４月からスタートし、
「ママが元気になるよう
なプログラム」と「気軽にフラリと立ち寄れるオープ
ンなカフェ」を合わせた広場を毎月開催します。
【日時・企画】５月２１日（木）10:00〜15:00
10:30〜香りのお守りサシェ作りもあります（先着20名、
参加費300円）。
６月は２日（火）、１８日（木）の予定。
【場所】小平市鈴木公民館学習室２
【参加費】100円（お茶とお菓子付き）当日会場へ。
【問合せ】E-mail:contact@kodahug.com
http://kodahug.com/

E-mail:maya-240842@jcom.zaq.ne.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〜

◉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

◆

◉「７つの習慣」学習会10回シリーズ

まちづくり

◆

こだいら市民提言の会

第２回「第二の習慣 終わりを思い描くことから始め
る」自分のミッションと目標を持った生き方について。

〜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
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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】５月２２日（金）14:30〜
【場所】花小金井北公民館
【問合せ】ふるや☎090-9675-6855
E-mail:kodaira-teigen@aglaia.co

◆

ほっとスペースさつき第６回ミニバザー
新鮮野菜、子ども服、本、おもちゃ、雑貨など日用品
を販売します。販売する品物も募集しています。
「さつ
き」または白梅学園森山研究室までご連絡ください。
【日時】５月２４日（日）10:00〜15:00

コダイラ学生の まちで楽しむ stage（3rd）
コダイラ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」。学生の取り組みや
提案を地域や行政などにむけてプレゼンテーションす
る意見交換の場です。学生目線の提案や学生の取り組
みを聞きたい方、コダイラ市をより良くしたい学生の
方、ぜひご参加ください。
【日時】５月２９日（金）18:00〜21:00
【場所】ルネこだいらレセプションホール
【参加費】無料
【定員】先着順
【主催】小平市大学連携協議会（ブルーベリーリーグ）
【申込み・問合せ】小平市地域振興部市民協働・男女
参画推進課（長峯・木田）☎042-346-9809
FAX 042-346-9575 E-mail：dd0030@city.kodaira.lg.jp

◆

環 境

バザー ◆

【場所】さつきハイツ（鷹の街道沿い、小川公民館入
口左）１階
【問合せ】渡辺☎042-344-7412
森山研究室☎042-346-5636 内線267

ゆうやけ子どもクラブ父母会 ガレッジセール
夏の子ども・大人衣類、食器、おもちゃ、雑貨等を販
売いたします。
【日時】６月２７日（土）12:00〜15:00＊雨天決行
【場所】ゆうやけ第２子どもクラブ（小平市学園東町
3-3-18 メゾンセサミ１階）＊駐車場はありません
【問合せ】☎042-344-0922（平日 14:00〜17:00）

◆

◆

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

男女共同参画

◆

映画上映＋監督トーク

何を怖れる
〜自分らしく胸をはって歩んでいく〜
70年代の日本のウーマンリブに始まり、現在も続いて
いるさまざまな女達の活動を映像で綴るドキュメンタ
リー映画。出演：上野千鶴子、樋口恵子、他。
【日時】６月６日（土）13:30〜16:10
【場所】小平市中央公民館ホール
【参加費】前売り800円、当日1,000円
【保育】あり（予約制、一人500円）
【主催】小平市女性のつどい
【共催】NPO法人子育てサポートきらら
【申込み・問合せ】kodairashijosei@yahoo.ne.jp
☎090-8108-2475（井上）

■はやしのたんけんたい
一見何もいなさそうに見える林。でも探してみると驚
くほどたくさんのいきものたちがいるのです。林は不
思議でいっぱいです。
講師：新里達也さん（日本甲虫学会会長）
【日時】５月２３日（土）10:00〜12:00
【持ち物】虫取り網、虫かご、虫対策、あれば虫眼鏡
■野草の名前を聞く会〜玉川上水〜
春の林と玉川上水で野草観察会を行います。
講師：志賀聡子さん（小平野草の会）
【日時】５月２７日（水）10:00〜12:00
【持ち物】筆記用具、あればデジカメ、虫眼鏡
上記２件とも
【集合場所】小平市総合体育館入口 【参加費】無料
【主催】多摩きた生活クラブ生協小平センター
まち小平 環境チーム
【問合せ】リー智子☎042-347-0153

◆

３．１１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。
今回は自治会防災活動の課題等について話し合います。
【日時】５月１６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
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