✎
◆

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。

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】７月２６日（日）13:30〜15:30
講師：福田早苗さん（三洋薬局薬剤師）と仲間達（小
平市薬剤師会の皆さん）
「『介護』と『薬』の深いい話」
【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

第 10 回のぞみ作業所作品展
毎年好評！ 今年も作業所の野菜やハーブ商品を期間
中毎日販売します。7 月 11＆12 日にはオーブントース
ターでキーホルダー作りを開催します（数量限定）。
【日時】７月９日（木）〜１４日（火）10:00〜
17:00 最終日は 15:00 まで
【場所】NMC ギャラリー＆スタジオ（小平市小川西町
4-14-27）
【参加費】無料
【問合せ】社会福祉法人黎明会のぞみ作業所
☎042-342-5711

小平市市民活動支援公募事業

英語多読を体験しよう！
やさしい英語の本をたくさん読んで・聞いて、気軽に
英語に親しみましょう。

あしたば木工まつり
【日時】７月１８日（土）10:00〜15:00

【日時・対象】

雨天決行
【場所】あしたば作業所（小平市鈴木町 2-187-3）
〈内容〉
◉木工体験教室 10:00〜13:00（先着順、予約優先）
ミニパズルやキャラクターパズル（100〜500 円）、オリ
ジナルのネームボード（300〜500 円）を作ります。
◉第二みどり作業所の焼き菓子やクッキー、おだまき工
房のさき織り製品、のぞみ作業所のバスポプリ、地元
農家の新鮮夏野菜やハーブ苗なども販売しています。
【主催・問合せ】あしたば作業所 ☎042-467-8071

７月２６日（日）13:15〜14:45
高生、保護者、15:15〜16:45

小学校高学年〜中

一般社会人・大学生

７月３０日（木）13:15〜14:45
８月 １日（土）13:15〜14:45

一般社会人・大学生
高校生・保護者・一

般社会人・大学生

【場所】小平市中央公民館
【定員】各回 15 名（先着順）
【参加費】無料
【主催】玉川上水ストーリーテラーズ
【問合せ】宮西 tadokuoff@gmail.com
https://www.facebook.com/tamagawajosuist/

小平市市民活動支援公募事業

ケア音楽実践ドルツェの会

音楽祭ドキュメンタリー映画「オハイエ！」

うたごえ喫茶 in 元気村

2001 年に仙台で始まった「とっておきの音楽祭」。障が
いのある人もない人も一緒に音楽を楽しみ、音楽のチ
カラで「心のバリアフリー」を目指すストリート音楽
祭の映画を上映します。
【日時】７月１９日（日）上映開始 13:30
【場所】小平市中央公民館ホール
【参加費】300 円、自由席
【申込・問合せ】高梨☎042-345-4600、
今井 FAX042-341-4806

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〜

７月２７日、８月３１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

憲法カフェ＠なかまちテラス
サロンミニコンサート

なかまちテラス開館イベントから生まれた新規サーク
ル。憲法について若い方から子育て世代の方、全く知
らないという方、いろんな立場の人、いろんな考えウ
ェルカムでやっていきます。大きく揺れ動いている憲
法を巡っての国会での動きなど、自由に話し合ってみ
ませんか。
【日時】８月１５日（土）10:00〜12:00
【場所】なかまちテラス地下１階ホール
【参加費】コーヒーブレイク 100 円
【問合せ】坂口 ☎042-325-2339
E-mail:yoko_sak@qa2.so-net.ne.jp

《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】

７月２０日（月）14:30〜津田公民館（500 円）
２３日（木）14:30〜永田珈琲（珈琲付 1,000 円）
８月 ３日（月）11:00〜大沼地域センター
１７日（月）11:20〜小川町２丁目児童館
14:00〜永田珈琲（珈琲付き 1,000 円）
【問合せ】バイオリンの音を楽しむ会（黒澤）

☎&Fax 042-341-3457
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小平こども劇場

■特別企画：講演会「作家と戦争」講師：太田治子さん
８月２日（日）13:30〜
【場所】小平市中央公民館 ホール
【問合せ】2015「平和のための戦争展・小平」実行委
員会 西村☎090-7948-7599

2015 ルネこだいら夏休みフェスタ
〜ルネこだいら全館で夏の１日を遊んじゃおう！〜
【日時】８月２３日（日）9:45〜17:00
【場所】ルネこだいら全館
【内容・参加費】☆は無料、★は有料
☆大ホール「ミュージック・スクウェア 吹奏楽コン
サート」、★中ホール「ファミリーミュージカル ゲゲ
ゲの鬼太郎」
（３歳～高校生 2,000 円、大人 3,500 円）、
★レセプションホール「はじめてのおしばい どうぞ
のいす」
（３歳～大人 1,500 円、但し小学生以上のお子
さんは入場できません）☆ジャズ・コンサート、☆出
張あそぼうかい、☆子どもの広場、☆お楽しみプロム
ナード・コンサート、☆バックステージツアー、☆大
ホールロビー「楽器に触れよう、音を出そう」
（事前申
込み）など。
【申込・チケット】ルネこだいらチケットカウンター
☎042-346-9000 ★「はじめてのおしばい どうぞのい
す」は小平こども劇場でも取り扱っています。
【主催】2015 ルネこだいら夏休みフェスタ実行委員会
（小平市文化振興財団、小平こども劇場、小平青少年
吹奏楽団）
【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

合唱構成劇

◆

〜小平市で大地震が起きたら〜
今回は安心安全キットについて話を聞き、今後の活動
について話し合いをします。
【日時】７月１８日（土）9:30〜10:30
【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

◆

子

ど

も

◆

きららの予定
（時間の記載のないところは 10:00〜12:00）

◉子育て広場（全て申込み不要、無料）

７月１４日（火）ベビー四小 おしゃべり
１６日（木）10:00～11:45 ベビー三小
２３日（木）だっこ（中野産婦人科医院ホール）
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（鈴木公民館）大型絵本
８月 ３日（月）11:00〜12:30 白梅 おしゃべり

武蔵野を協同の大地に変えた川崎平右衛門
【日時】９月４日（金）＆５日（土）＆７日（月）
①14:00 ②19:00、６日（日）＆８日（月）14:00

◉絵本と育ばな ちょこっと わらべうた

【場所】現代座ホール（小金井市緑町5-13-24）
【定員】各回80名（予約制）
【参加費】大人3,000円、小中高生1,000円
【問合せ】NPO現代座事務所 ☎042-381-5165
FAX042-381-6987 http://www.gendaiza.org/

８月

６日（木）絵本の紹介や読み聞かせ、きら
ら事務所、無料、時間内出入り自由
【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

認証保育所「むさし保育園」むさしまつり

◆

焼きそば等軽食の模擬店、フリーマーケット（衣類、
雑貨）、子どもや父母の出し物、子育て相談など、イベ
ントが盛りだくさん！
【日時】９月１３日（日）10:00〜14:00
【場所】むさし保育園（国立精神・神経医療研究セン
ター内、萩山駅徒歩４分）
【問合せ】むさしまつり実行委員会 ☎042-344-1324

平 和

◆

災害は忘れたころにやってくる

武蔵野の歌が聞こえる

◆

３．１１関連

健

康

◆

ママが元気になる広場

こだはぐカフェ＠鈴木公民館
「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。お楽しみ企画もあります♪
【日時・企画】
７月１６日（木）11:00〜16:00
【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。
◉14:00〜16:00 楽しく気軽にスクラップブッキング
（先着10名、要事前申込み、参加費700円）。＊公民館
保育に事前登録いただいている方が優先。
【問合せ】E-mail:contact@kodahug.com
http://kodahug.com/

◆

2015 平和のための戦争展・小平
〜戦争のない世界をめざして〜
【日時】７月３１日（金）〜８月２日（日）10:00
〜17:00
【場所】小平市中央公民館ギャラリー
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◆

シニア

◆

◆

はじめてのパソコンサークル

〜小平市のおさいふ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。小平市のおさいふの中身を調査・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】７月２４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.㏄
ほっとスペースさつき第６回学習会
ポスター word 版 PDF 版

人がつながる居場所のつくり方
オープンして３年目となるコミュニティサロン・ほっ
とスペースさつきの活動報告の他、市民の居場所、コ
ミュニティデザインのグラウンドとして機能している
日野社会教育センターの中能孝則氏をお招きし、居場
所作りについて学びたいと思います。
【日時】８月８日（土）10:30〜12:30
【場所】白梅学園大学 I-13 講義室（購買生協の左手奥）
【参加費】資料代 150 円（飲み物付き）申込み〆切８
月５日
【主催】コミュニティサロン・ほっとスペースさつき
運営委員会
【申込み・問合せ】細江☎090-6033-5524
E-mail:hosoeguri@ybb.ne.jp

熟年いきいき会
■♪みんなで唄おう♪ 第 37 回「市民うたごえ祭り」
【日時】７月２３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

■コミュニティ・カフェ「おしゃべりサロン」
【日時】８月６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

◆

■伴侶を亡くした人が語り合う会
８月のテーマ〜どんな介護を受けるか〜

福

祉

◆

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３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３
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】７月１５日（水）10：00〜12：00
【場所】小平市福祉会館第３集会室

【日時】８月１９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。
【主催・問合せ】太田 ☎＆Fax 042-341-8604

国際協力

◆

こだいら市民提言の会

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
７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
８月 ４日 9:30〜12:00 中央公民館学習室４
１１日 13:30〜16:00 元気村あすぴあ会議室
１８日 9:30〜12:00 中央公民館学習室４
２５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（ACアダプター）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。

◆

まちづくり

◆

◉若者が社会参加に向けて自分で考える力を磨
くための、大学生と市民との夏期TALKプロジェク
ト（５日間、参加回数自由）

身近にできる国際協力ひろば
テーマ「食と農業—子どもたちの栄養と成長—」
公民館の市民講座から誕生した当会では、援助を必要
とする国々への支援を目的として、本や切手、CD やゲ
ームソフトなどを集めていますので、会場にお持ち下
さい。期間中は、展示や体験コーナー、フェアトレー
ド商品の紹介・販売も行います。
【日時】８月４日（火）〜９日（日）9:00〜17:00
＊但し４日は 12:00〜、９日は 15:00 まで。
【場所】小平市中央公民館ギャラリー
【主催】こだいら国際協力プロジェクト Seed
【問合せ】渡辺☎042-332-2097

【日時】７月３０日（木）３１日（金）８月
４日（火）５日（水）６日（木）10:00〜16:00
【場所】元気村あすぴあ会議室
上記２件とも【定員】10名
【参加費】無料

◉津田梅子展示見学会ご案内
同大学高橋裕子教授の説明で「海を航る津田梅子の誕
生」の展示を見学します。
【日時】７月２４日（金）10:20 津田塾大学正門
前集合
【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
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サークルフェア 2015 実行委員募集！

喫茶〈サタデーひだまり〉

中央公民館を利用している・利用する予定の皆さま、
サークル結成や活性化の大チャンスです。３回目の昨
年は 47 サークルが参加、約 2,000 名の来場者がありま
した。一緒に楽しいイベントを企画していきましょう。
個人の方も大歓迎！
【会期】１１月４日（水）〜８日（日）この間に展示
会と体験会あり
【実行委員会】7 月から 11 月までに計 5 回程度を予定
【申込・問合せ】7 月 15 日（水）までに、中央公民館
の窓口、E-mail:kominkan-koza@city.kodaira.lg.jp、
☎042-341-0861 へ。

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

７月１８日、８月１５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

夏休み子ども手話体験教室
耳の聞こえない人（ろう者）から「手話」を学び、交
流しながら「ランプ」を作ります。
講師：小平市聴力障害者協会会員
【日時】７月１８日（土）10:30〜15:00
【場所】小平市津田公民館講座室
【参加費】大人・子ども同額 500 円（材料費等代として）
【対象・定員】小学１年生以上 30 名（小１〜２は原則
保護者同伴、大人だけでも可、定員になり次第〆切）
【主催】小平手話サークル
【申込・問合せ】小平手話サークル事務局 古川
☎042-345-1708

◆

周囲の人々や社会の共感を資金につなげるために、押
さえておきたいポイントをご紹介します。
講師：小堀悠さん（NPO 法人 NPO サポートセンター事
務局長）
【日時】７月２３日（木）19:00〜21:00
【場所】武蔵野プレイス３階スペース C
【定員】30 名（先着順）
【参加費】700 円
【申込・問合せ】武蔵野プレイス市民活動担当
☎0422-30-1903 E-mail:gr-shikatu@musashino.or.jp

二葉むさしが丘学園でボランティアをしてみたい方、
児童養護施設や養育里親に関心がある方、一緒にお茶
をしながらお話を聞いてみませんか。
【日時】８月６日（木）19:00〜
【場所】二葉むさしが丘学園（小平第二小学校前）
【参加費】無料 予約制
【主催・問合せ】二葉むさしが丘学園 ☎042-344-9911
竹村 E-mail:m.takemura@futaba-yuka.or.jp

募 集

◆

市民活動の基盤を固める！
はじめての資金調達講座

Open Café ふたば

◆

他市の情報

地域のおまつり

花小金井祭礼
７月１８日（土）花小金井北口駅前ロータリー周辺
サンバフェスティバル
７月１９日（日）花小金井北口駅前ロータリー周辺

◆

納涼夏祭り
７月２５日（土）花小金井４丁目市民広場

福島の子どもたちに保養支援を！

第 10 回小平グリーンロード 灯りまつり

当会では、震災の年の夏から毎年福島の子どもたちを
清里や小平に招待して外遊びをプレゼントしてきまし
た。今年は秋の連休（9 月 19〜22 日）を利用して小平
に子どもたちを招待し、ホームステイや合同合宿でみ
んなで外遊びを思いきり楽しんでもらいたいと思いま
す。皆さまのあたたかいご支援・ご協力をお待ちして
おります。 チラシ word 版 PDF 版
【募集内容】①ボランティアスタッフ（企画・運営、
移動車両運転、医療、写真、遊びなど）②資金カンパ
（小学生 30 名を招待すると約 90 万円の費用が必要で
す。口座振替番号等は下記問合せ先へ）③物資提供等
【主催】ふくしまキッズプロジェクト in こだいら
【問合せ】事務局 細江 ☎090-6033-5524
FAX042-344-7618
E-mail:hosoeguri@ybb.ne.jp

地口行灯が華やかに彩ります。小平駅南口ロータリーで
はサマーフェスティバル in こだいらも同時開催！
８月１日（土）18:30〜21:00 小平駅から花小金井
駅間の小平グリーンロード上の公園＆ふるさと村、小平
市中央公園

市民ふれあい納涼盆踊り大会
８月１日（土）一橋学園南口ロータリー
ブルーベリーまつり
８月８日（土）いなげや花小金井店前広場

5

