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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。

【日時】９月１７日（木）10:00〜12:00
【場所】ルネこだいらレセプションホール
【定員】０〜３歳の親子 15 組
【参加費】親子ペア 500 円
＊上記２件はいずれも子どもゆめ基金助成事業、講師は

◆

第 172 回 16 ミリ映画をみる会

アオギリにたくして

NPO 法人あそび環境 Museum アフタフ・バーバン

〈作品紹介〉広島平和記念公園の被爆アオギリの下で
たくさんの子どもたちに被爆体験を語り継いだひとり
の女性の物語。2013 年 カラー120 分
【日時】８月１５日（土）18:30〜
【場所】小平市中央公民館
【問合せ】関根☎042-342-3435

【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

ユネスコ・ジャズ・コンサート 2015
〈出演〉横田米空軍太平洋音楽隊−アジアジャズビッグバンド

【日時】８月２９日（土）13:30 開演
【場所】ルネこだいら中ホール
【参加費】入場整理券 1,000 円（全席自由）ルネこだい
らチケットカウンターで販売中（☎042-346-9000）
【主催】小平ユネスコ協会
【問合せ】西村 ☎090-3800-4711

憲法カフェ＠なかまちテラス
戦後 70 年 憲法のこと 話しませんか
【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
＊９月は２６日（土）10:00〜12:00 です。

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〜

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】

８月３１日、９月２８日

８月１７日（月）11:20〜小川町２丁目児童館

【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

14:00〜永田珈琲（珈琲付き 1,000 円）

９月２６日（土）14:30〜津田公民館（500 円）
２７日（日）13:30〜永田珈琲（珈琲付き 1,000 円）
３０日（水）11:00〜上水本町地域センター

合唱構成劇

【問合せ】バイオリンの音を楽しむ会（黒澤）
☎&Fax 042-341-3457

武蔵野の歌が聞こえる

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）〜８日（火）14:00

４日（金）５日（土）７日（月）は 19:00 の回もあり

小平こども劇場

【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/

◉2015 ルネこだいら夏休みフェスタ
小平青少年吹奏楽団のコンサート、小平こども劇場や
大学生による遊びのコーナーなど、一日中いろいろな
プログラムを楽しむことができます。
【日時】８月２３日（日）9:45〜17:00
【場所】ルネこだいら全館
【主催】2015 ルネこだいら夏休みフェスタ実行委員会

上映会「チェルノブイリ 28 年目の子どもたち
パート２〜いのちと健康をまもる現場から」

（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）

◉アフタフ・バーバン わくわくフシギ探検隊！
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】９月１３日（日）
10:00〜12:00 幼児（年少児〜年長児）バージョン
13:30〜16:00 小学生バージョン
【場所】小平市福祉会館和室
【定員】各先着 30 名（要申込）【参加費】500 円
◉アフタフ・バーバン わくわくえほん探検隊！
絵本を題材に遊びの世界を広げていきます。
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同時上映『かなわなかったふるさと〜原発避難４年の軌跡』

【日時】９月１２日（土）18:30〜
【場所】元気村おがわ東第１会議室
【参加費】資料代 500 円
【主催】さよなら原発オール小平をめざす実行委員会
【問合せ】
立橋☎042-341-5661 tatehasi2009@yahoo.co.jp
村瀬☎090-4947-5393
ymurase@kce.biglobe.ne.jp

戦争、ダメ！

認証保育所「むさし保育園」むさしまつり

〜戦後 70 年平和な世界を築くため 私たちに出来ること〜

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

世界 70 ヵ国を取材してきた国際ジャーナリスト・伊藤
千尋氏（元朝日新聞特派員）が平和への思いを語ります。
【日時】９月１３日（日）13:00〜16:00
【場所】小平市中央公民館２階ホール
【参加費】300 円 ＊男性も大歓迎！
＊保育室（無料）あり
【主催】小平母親大会実行委員会
【問合せ】山内 ☎042-341-8653（夜間のみ）
FAX042-345-8853

小平市市民活動支援公募事業

上映会「うまれる」＋青木千景さんミニ講演
自分たちが産まれてきた意味や家族の絆、命の大切さ、
人との繋がり、そして“生きる”ことを考える、ドキ
ュメンタリー映画、小平で初上映！ 魂が号泣する感
動の 104 分。
【日時】９月２６日（土）13:00〜上映（12:30 開場）
【場所】小平市中央公民館２階ホール
【参加費】大人：前売 1,000 円 当日 1,200 円、４歳〜中学
生：前売 500 円

◆

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。
【日時】 毎週火曜日 予約不要、自由に参加できます。
８月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
９月 １日 9:30〜12:00 中央公民館学習室４
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１
２２日 お休み
【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。

当日 700 円、３歳以下無料（ひざ上）

第２１回こだいら平和コンサート
子どもたちに核兵器も原発もない地球を
【日時】９月２７日（日）14:00 開演
【場所】ルネこだいら大ホール
【参加費】大人 2,000 円
子ども・高校生以下・障がい者 1,000 円
★同時開催：平和美術展 9/24〜27 10:00〜18:00
ルネこだいら展示室 入場無料
【主催】こだいら平和コンサート・美術展実行委員会
【問合せ】田中☎042-308-8557、宮本☎042-323-8869

平 和

◆

はじめてのパソコンサークル

【保育】１歳〜未就学児 先着 18 名、保育料 500 円。
【申込＆保育予約】８月５日から受付
https://ssl.form-mailer.jp/fms/49b8883d371657
【主催・問合せ】小平はぐくみプロジェクト（こだはぐ）
E-mail:contact@kodahug.com
＊９月のこだはぐカフェは９日（水）10:00〜12:00 鈴
木公民館です。

◆

シニア

熟年いきいき会
■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〜
【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。

◆

■コミュニティカフェ「おしゃべりサロン」
【日時】９月３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

アジアから平和を考える・連続シンポジウム part 1

安保法案はいらない！
砂川判決の真実を語る

■講演会「献体とは〜より良い医師・歯科医師を育て
るために〜」講師：松村譲兒氏（杏林大学医学部教授）

映画『流血の記録 砂川』の上映と、砂川事件の当事
者である島田清作さん（元立川市議会議員）にお話を
伺います。スタッフ募集中！
【日時】９月５日（土）18:30〜
【場所】小平市学園西町地域センター第１集会室
【参加費】資料代 500 円
【主催・問合せ】アジアから平和を考える会
橋本☎090-1849-9305

【日時】９月１６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

■みんなで唄いましょう 第 38 回「市民うたごえ祭り」
【日時】９月２４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
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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

太陽熱で料理しよう
太陽の熱だけで調理ができるソーラークッカーをご紹
介します。電気もガスも使わないので、災害時にも活
用できます。
【日時】８月２６日（水）10:30〜13:00（雨天決行）
【場所】ふれあい下水道館
【定員】20 名（親子での参加可、先着順）＊申込〆切
8 月 20 日（木）田中 FAX 042-467-2951（7:00〜21:00）
E-mail:kodaira.solar@gmail.com
【参加費】300 円
【持ち物】飲料、帽子、眩しさ対策、日射対策など。
【主催・問合せ】NPO 法人こだいらソーラー

８月１５日、９月１９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
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〜

◉「７つの習慣」学習会10回シリーズ
第４回「依存から自立へ」社会参加に向けて自立を効
果的につくる３つの習慣について。
【日時】９月２日（水）10:00〜12:00
【場所】小平市福祉会館第３集会室
◉認知行動療法実践（中級）講座（10回シリーズ）
第４回「認知再構成法の進め方について」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】９月１６日（水）10:00〜12:00
【場所】小平市福祉会館第３集会室
上記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

田中☎042-467-2861(19:00〜21:00)、西村☎090-4820-0756

https://kodairasolar.wordpress.com/
小平市市民活動支援公募事業

都市における生物多様性
46 億年の地球の歴史上における「今」という時間の中
で、
「東京」に住む私たちは、ウルビオ（urban bio diversity
都市における生物多様性）のために何ができるのだろ
うか。
〈パネリスト〉小泉武栄氏（東京学芸大学名誉教
授）、関野吉晴氏（探検家、医師）、高槻成紀氏（元麻
布大学教授）
【日時】８月３０日（日）14:00〜16:20
【場所】小平市中央公民館ホール
【参加費】資料代 500 円
【定員】140 名（予約優先、先着順）
【主催】ちいさな虫や草やいきものたちを支える会
【問合せ】☎042-347-0153（リー）
E-mail:satoko.lee@gmail.com
http://kokucheese.com/event/index/314534/

健

祉

喫茶〈サタデーひだまり〉

小平市いきいき協働事業

◆

福

康

小平市脳卒中患者友の会「ピアズ小平」
第21回定例交流会
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】９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
【参加費】100円 ＊参加される方は事前連絡を。

◆

★協力者募集！！

小平市市民活動支援公募事業

ホームページ（立ち上げ・作成・運営）を担当してく
れるボランティアメンバーを募集しています。
【問合せ】中村☎070-5517-2642（午後）
E-mail:piazukodaira@jcom.zaq.ne.jp

あたまスッキリ 脳活性化ケアゲーム 認知症予防
講師：加藤良江さん（認知症予防ネット東京府中 代表）
◉ゲーム体験教室：いずれも 10:00〜12:00
ゲームで楽しみながら脳を活性化しましょう。
①９月１３日（日）小平市中央公民館視聴覚室
②９月２７日（日）小平市花小金井南公民館音楽室
【定員・参加費】20 名、各回 500 円（保険、お茶代）
◉チームリーダー養成講座（一日で修了）8:50〜18:00

オープンカフェ ふたば
児童養護施設や里親に関心がある方、ボランティアや
就職希望の方、何か力になりたいと考えている方、カ
フェ形式で職員や参加者と一緒にお話をしませんか。
【日時】９月２７日（日）14:00〜16:00
【場所】二葉むさしが丘学園（小平第二小学校東）
【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

ゲームを通して私たちの会と一緒に活動していただける方

【日にち・会場】上記「ゲーム体験教室」と同じ
【定員・参加費】6 名、各回 1,000 円（保険・お茶代）
【主催】ライフデザインむすび
【問合せ】若生 ☎＆FAX042-343-7936
E-mail:musubi011@office.zaq.jp
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◆

まちづくり

親子で作って遊ぼう！
楽しい折り紙・冷たいおやつ作り

◆

他市市議会傍聴団体との交流会

正方形の折り紙がいろいろな形に変わるのが楽しい折
り紙。妖怪ウォッチコマさんに挑戦しよう！そして冷
たいおやつ（くずまんじゅう、フルーツポンチ）を作
ろう。
【日時】８月２３日（日）13:30〜16:30
【場所】小平市中央公民館 地下実習室
【対象・定員】親子 20 組（先着）
【参加費】ひとり 200 円
【持ち物】手拭きタオル、エプロン
【主催】新日本婦人の会小平支部
【申込・問合せ】新婦人事務所☎＆FAX 042-344-4014

近隣市の市議会を傍聴している団体との交流会です。
今春『議会は踊る、されど進む』を書かれたタウン通
信代表・谷隆一さんの講演会も行います。
【日時】９月１日（火）14:00〜16:30
【場所】小平市中央公民館第４学習室
【参加費】資料代 300 円
【主催】政治・知りたい、確かめ隊
【申込・問合せ】森野☎&FAX 042-315-0917
E-mail:seijishiritai@gmai.com
中央大学公開講演会

白梅子ども学講座

「まち」の発展条件を歴史的に考える

「保育」を支える・「保育」で支える
〜保育ソーシャルワークの可能性〜

〜あなたの「まち」の成長戦略の再検討〜
講師：斯波照雄氏（中央大学商学部教授）
【日時】９月１２日（土）15:00〜16:30
【場所】ルネこだいらレセプションホール
【参加費】無料
【主催】中央大学【共催】中央大学小平白門会
【問合せ】大森☎090-2550-7631

◆

子

ど

も

（全５回シリーズ、１回目２回目は終了）

【日時・内容】いずれも日曜日 14:00〜17:00
第３回 ９月１３日「保育ソーシャルワークの実
践①〜福祉課題に取り組む〜」
第４回 １１月１日「保育ソーシャルワークの実
践②〜多様なニーズに応える〜」
第５回 2016 年１月１０日「保育ソーシャルワ
ークの可能性と課題」
【場所】白梅学園大学
【定員】各回 150 名
【参加費】１回 2,000 円
【主催・問合せ】白梅学園大学教育・福祉研究センター
☎042-346-5639 FAX 042-346-5652
E-mail:center@shiraume.ac.jp
http://daigaku.shiraume.ac.jp/

◆

森で遊ぼう！！2015
【日時】８月１９日（水）〜２３日（日）
10:00〜17:00 出入り自由 小雨決行
【場所】小平市中央公園 体育館裏の林
【参加費】無料（カンパ一人 100 円）
【持ち物】水筒、タオル、着替え、虫除け、お弁当、
レジャーシート、かき氷のお金など自分が必要な物。
汚れてもいい服で。
【主催】NPO 法人こだいら自由あそびの会
【問合せ】当日の連絡先 足立☎090-1771-7431
福本☎070-6616-9959

◆

他市の情報

◆

配偶者暴力による“心の傷”とケア
DV による外からは見えない「心の傷」に焦点をあて、
その深刻な被害と回復への道程について考えます。
【日時】９月２６日（土）13:00〜15:30
〈内容〉13:00〜14:30 講演１「DV がもたらす“心の
傷”〜回復に向けて〜」14:45〜15:30 講演２「これだ
けは知っておきたい法律のしくみと相談先」
【場所】府中グリーンプラザ６階大会議室
【定員】150 名
【参加費】無料
【保育】１歳以上就学前まで、先着 12 名、申込は９月
９日（水）まで。
【申込・問合せ】東京都生活文化局都民生活部 東京
ウィメンズプラザ事業推進係「DV 防止講演会」担当
☎03-5467-1980 FAX 03-5467-1977
E-mail:wkoza@tokyo-womens-plaza.metro.tokyo.jp

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）

８月２０日（木）だっこ（中野産婦人科医院ホール）
２４日（月）津田 お誕生会＆読み聞かせ
２５日（火）はなこ（鈴木公民館）大型絵本
２８日（金）ベビー中央 おしゃべり
９月 １日（火）11:00〜12:30 白梅 おしゃべり
◉絵本と育ばな ちょこっと わらべうた

９月 ３日（木）10:30〜12:00

中野産婦人科医院
ホール、絵本の紹介や読み聞かせ、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
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