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津田塾大学公開講座

◆

急な変更の可能性もありますので、
ご確認ください。

総合 2015

点・線・面〜“つながる”“つながらない”の狭間で〜
学生向けの授業ですが、一般市民にも公開されている
「総合」。年度ごとに現代の切実な問題を取り上げて、
学生と教員が協力して運営しています。
【日時】毎週木曜日 13:00〜14:30
９月１７日 講師：鍵井靖章さん（水中写真家）
「世界の美しい海、そして震災の海に潜り記録する写
真家」
＊今後の予定はホームページをご覧ください。
【場所】津田塾大学特別教室 【参加費】無料
【問合せ】津田塾大学教務課 ☎042-342-5130
http://www.tsuda.ac.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

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】９月１３日（日）13:30〜15:30
講師：伊藤伴さん（東京経済大学２年）
「エベレストへの道」
＊１０月は社協バザーのため休講
１１月８日（日）檜山美代子さん（花猫治療室経
営）
「80 代でもできます！寝たきり予防のための筋力ア
ップ運動」
【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

憲法カフェ＠なかまちテラス
「憲法」について、さまざまな考え方を学び合うこと、
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。
【日時】９月２６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
＊１０月は１０月３１日（土）13:30〜16:00 です。

小平市市民活動支援公募事業

サロンミニコンサート

小平の分水網（50 ㎞）は生きている！！
小平市の歴史遺産にしよう
【日時】９月１３日（日）13:30〜15:45

《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】参加費の記載のないものは無料です。

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
１０月８日（木）11:00〜中島地域センター
１２日（月・祝）11:20〜小川町２丁目児童館

〈プログラム〉13:30〜14:35 基調講演「玉川上水・
小平の分水網とその恩恵」講師：小川望氏（考古学者、
小平市学芸員）14:40〜15:45 シンポジウム
【場所】小平市中央公民館講座室２
【参加費】無料
【主催】学び舎江戸東京ユネスコクラブ
【問合せ】事務局 FAX 042-208-6518

14:30〜津田公民館（500 円）

２５日（日）13:30〜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

第 173 回 16 ミリ映画をみる会
◆海からぶたがやってきた！
〈作品紹介〉ふるさと沖縄を救うために 7 人の男たち
が 550 頭の豚を船に乗せてアメリカを旅立った物語。
◆海底２万哩
〈作品紹介〉世界中の子どもたちの空想力を膨らませ、
創造力を育んできた空想科学小説家第一人者ジュウ
ル・ベルヌの数々の傑作、ノーチラス号の冒険物語。
【日時】９月１９日（土）18:30〜
【場所】小平市中央公民館
【問合せ】関根☎042-342-3425

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 月 24 日（木）〜27 日（日）
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
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第 11 回 KODAIRA わいわいバザール

うたごえ喫茶 in 元気村

新品の食器や日用品、おもちゃ、古着や古本などの他、
模擬店もあります。
【日時】１０月１１日（日）10:00〜15:00
１２日（月・祝）10:00〜14:00
【場所】東京障害者職業能力開発校（西武線小川駅西
口下車）
【主催】KODAIRA わいわいバザール実行委員会
共催：小平手をつなぐ親の会、小平肢体不自由児者父
母の会、有楽製菓、ほか
【問合せ】同実行委員会（あさやけ鷹の台作業所内）
☎080-5642-8295

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〜

９月２８日、１０月２６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
小平市市民学習奨励学級

あなたにとっての憲法
〜憲法で守られている日々の暮らし〜

小平こども劇場

憲法改正の議論が問題になっている今、日本国憲法へ
の理解を深めるために改めて憲法を学び直してみませ
んか。
講師：池上洋通さん（自治体問題研究所主任研究員）
【日時】①９月２９日（火）、②１０月１７日
（土）、③１１月２４日（火）、④１２月２２
日（火）、⑤2016 年１月２３日（土）
①③④は 19:00〜21:00、②⑤は 13:30〜16:30
【場所】小平市中央公民館
【参加費】200 円
【定員】30 名、先着順、〆切は９月 23 日（金）
【主催】小平市教育委員会
【企画・運営】小平市憲法を学ぶ会
【申込・問合せ】棟方☎042-332-2822

◉アフタフ・バーバン表現あそびワークショップ
わくわくえほん探検隊！ ＊子どもゆめ基金助成
絵本を題材に遊びの世界を広げていきます。
講師：NPO 法人あそび環境 Museum アフタフ・バーバン
【日時】１０月２９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
◉定期鑑賞会
音楽劇『おれたち、ともだち！』（劇団俳協）
内田麟太郎さんと降矢ななさん原作の絵本を音楽いっ
ぱいの楽しい音楽劇にしてお届けします。絵本とは一
味違った俳優たちが演じる舞台をお楽しみ下さい。
【日時】１１月１日（日）14:00 開演
【場所】ルネこだいらレセプションホール
【対象】幼児から小学生
【参加費】3,300 円（２ヶ月分の会費＋入会金）
【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

市民プラザこだいら５周年記念講演会

語り合いの共同学習（社会教育）で
未来・地域を創る
講師：山本健慈さん（一般社団法人国立大学協会専務理事）
【日時】１０月４日（日）13:30〜16:00
【場所】小平市中央公民館学習室４
【定員】40 名 ＊準備の都合上、9 月 28 日（月）まで
にお申込みください。
【参加費】100 円
【申込・問合せ】細江☎＆FAX042-344-7618
E-mail:hosoeguri@ybb.ne.jp

◆

子

ど

も

◆

白梅子ども学講座

「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〜
（全５回シリーズ、１回目２回目は終了）

歳末たすけあい地域福祉活動募金助成事業

【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、第５回 2016 年１月１０日
【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/
申込書（ＰＤＦ）

〜ゴードン・メソッドに学ぶ！〜

身近な人との会話のコツ
テーマ：イイカゲンではなく「（ちょうど）いい加減」
を知る
【日時】
１０月８日（木）、１１月１２日（木）、
１２月１１日（金）いずれも 10:00〜12:00
【場所】小平市中央公民館ホール
【参加費】1 回 300 円
【定員】先着 40 名（子連れ可）
【主催】小平こころのかけはし
【申込・問合せ】中川☎＆FAX 042-341-7867
E-meil:oyakonowa2@gmail.com
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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）
９月１５日（火）ベビー四小
１７日（木）10:00〜11:45 ベビー三小
２５日（金）ベビー中央 おしゃべり
２８日（月）津田 お誕生会＆読み聞かせ
２９日（火）はなこ（鈴木公民館）大型絵本
１０月６日（火）11:00〜12:30 白梅 おしゃべり

〜戦後 70 年平和な世界を築くため 私たちに出来ること〜

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

◉絵本と育ばな ちょこっと わらべうた

１０月８日（木）10:30〜12:00 きらら事務所、
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

◆

シニア

◆

はじめてのパソコンサークル

ふくしまキッズプロジェクト in こだいら

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。
９月１５日 9:30〜12:00 中央公民館講座室１
２２日 お休み
１０月６日 9:30〜12:00 中央公民館講座室２
１３日 13:30〜16:00 元気村あすぴあ会議室
２０日 9:30〜12:00 中央公民館学習室４
２７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。

今年も秋の連休を利用して福島の子どもたちを小平に
招待し、ロープ工作やパオ組み、プレーパークなどで
思い切り外遊びをします。小平の子どもたちも一緒に
楽しみませんか！
【日時】９月２０日（日）10:30〜16:00
２１日（月）10:00〜16:00
【場所】小平市中央公園周辺 ＊雨天の場合は別会場
【参加費】無料
【主催】ふくしまｷｯｽﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ in こだいら実行委員会
【問合せ】細江 ☎090-6033-5524
＊子ども福島避難・保養情報掲載記事はこちらをクリック

自由あそびの会
芸術とスポーツの秋だよ！
木の実や石に絵を描いて遊ぼう。河原で拾った石があ
ったら持ってきてね。ハイジブランコやハンモック、
ベーゴマなどの定番の遊びもあります。（出入り自由）
【日時】１０月１１日（日）10:00〜16:30 頃
【場所】小平市中央公園の体育館の東の林
【参加費】無料（カンパ一人 100 円）
【持ち物】水筒など本人が必要なもの。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

まちづくり

◆

戦争、ダメ！

８日（木）だっこ（（中野産婦人科医院ホール）

◆

平 和

熟年いきいき会
■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）
【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

◆

■コミュニティカフェ「おしゃべりサロン」
【日時】１０月１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

こだいら市民提言の会
〜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】９月２５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.cc

■伴侶を亡くした人が語り合う会
１０月のテーマ〜心の居心地〜
【日時】１０月２１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
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◆

環

■映画「TRASHED

境

【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

◆

オープンカフェ ふたば

—ゴミ地球の代償—」

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

アカデミー賞受賞俳優ジェレミー・アイアンズが世界
各国を訪れ、ゴミ処理問題の過酷な現状を世界へ叫ぶ
痛烈なドキュメンタリー。2012 年制作、97 分
【日時】１０月１２日（月・祝）14:30〜
【場所】ルネこだいら中ホール
【参加費】前売り 700 円、当日 800 円
■NPO 法人小平・環境の会設立２０周年記念シンポジウム

プラスチックごみ
この処理困難物をどうする？

◆

私たちの身の回りにあふれるプラスチック。そのごみ
とどう向き合い、環境汚染をこれ以上広げないために
何をなすべきか、一緒に考えませんか。
〈パネリスト〉池田こみちさん（環境総合研究所顧問）、
熊本一規さん（明治学院大学教授）、宮田秀明さん（摂
南大学名誉教授）
【日時】１０月３１日（土）13:30〜16:30
【場所】国分寺労政会館 第４会議室
【参加費】資料代 500 円
＊事前申込不要、直接会場にお越しください。
以上２件の【主催】NPO 法人小平・環境の会
【問合せ】島☎042-332-2647

◆

福

祉

健

康

◆

小平市市民活動支援公募事業

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：ゲームで楽しみながら脳を活性化
しましょう。
【日時】①９月１３日（日）②９月２７日（日）
いずれも 10:00〜12:00
【定員・参加費】20 名、各回 500 円（保険、お茶代）
■ゲームリーダー養成講座：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

【日時】①９月１３日（日）②９月２７日（日）
いずれも 8:50〜18:00（一日で修了）
【定員・参加費】6 名、各回 1,000 円（保険・お茶代）
いずれも【会場】①小平市中央公民館視聴覚室
②小平市花小金井南公民館音楽室
上記２件の【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

◆

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

◆

◉「７つの習慣」学習会10回シリーズ
第４回「Win・Winを考える」人間社会は相互依存関係
にあります。人生を競争の場ではなく、協力の場と考
えるパラダイムについて一緒に学んでみませんか。
【日時】１０月７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

募

集

◆

第２回みんなでつくる音楽祭 in 小平
参加者・参加団体募集！
障害者週間にちなみ、昨年に続き中央公民館で 12 月 5
日（土）に音楽祭を開催します。障がいの有無も音楽
のジャンルも問わずに、音楽のチカラで心のバリアフ
リーを目指します。
【対象】音楽に関係する活動をしている団体または個
人。ジャンルは問いません。
【申込】9 月 30 日（水）までに所定のエントリーシー
ト（各公民館で配布、または市 HP でダウンロード）
を問合せ先へ。申込多数の場合は選考し、10 月 15 日以
降に結果を全員に連絡します。
【主催】「みんなでつくる音楽祭 in 小平」実行委員会
【問合せ】小平市中央公民館 ☎042-341-0861
E-mail:kodairaongakusai@gmail.com

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

９月１９日、１０月１７日
【場所】小平元気村おがわ東２階第２会議室（予定）
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『みんなの学校』上映会＆「学校を語る」講演会

◆

他市の情報

◆

各地で自主上映が行われている『みんなの学校』を観
て、特別支援についての話を聴きます。いろんな子ど
もがいて、いろんな学び方があること。特別支援とい
う教育の役割と、学校という場の役割について。ひと
つでない答えをみなで考えます。
【日時】１０月１０日（土）昼上映11:00〜、
講演会14:00〜、夜上映18:30〜（開場は各30分前）
【場所】武蔵野プレイス（JR武蔵境駅南口すぐ）
【参加費】映画と講演、両方でも片方でも1,000円
【対象・定員】どなたでも、各部60名（当日参加可、
但し事前申込優先）
【申込】名前、連絡先、参加の部を明記の上、以下の
いずれかの方法で。①E-mail:st2014kikaku@gmail.com
②FAX 020-4664-1822
【主催】NPO法人むさしの発達障がい支援サークルしょ
ーとてんぱー ☎090-5805-9783（代表）
http://shorttemper.blog.fc2.com/

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 ＊定員に満たない場合は当日参加も可
能ですのでお問合せください。
【参加費】無料
【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

特 集

NPO法人小平市民活動ネットワーク
〜ほっと

ひといき入れて

夏の交流会

歩み出す〜

毎年恒例の、市民活動をしている団体やサークル・個人の方などが集う「夏の交流会」が、８月３日（月）の夕方
６時半から小平市福祉会館４階小ホールで開かれました。これは、当ＮＰＯ法人小平市民活動ネットワークが、所
属の団体、個人はもとより、広く市民活動をしている方々に案内している大きな事業です。
当日は、小林市長にもご出席いただき、40名ほどが参加されました。自
己紹介、所属している団体のＰＲ、そして交流タイムでは食事や飲み物
を一緒にいただきながら各テーブルで和やかに交流がなされました。久
しぶりに会うお仲間とはもちろん、初めてお会いする方ともいつの間に
か話が弾んでいました。
活動をスタートしたばかりですが、
皆さんと交流できてよかったです。
小平にこんなにいろんな活動をし
ている人がいるんですね！

皆さんそれぞれの活動に
やりがいを感じて楽しそ
うだなと思いました。

横のつながりをひとつひ
とつ大切にすることが活
動していくうえで大切だ
と改めて思いました。

自分の活動の宣伝ができてよかった！
最後は、皆さんと心を合わせて懐かしい歌のひとときを楽
しみました。会場には笑顔があふれ、これからの市民活動
が多くの方と繋がり実っていくのだろうと感じた夏の夜
でした。次回はぜひあなたもご参加ください。（井上）
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次回、冬の交流会（新年会）は…
２０１６年２月１日（月）17:00〜
小平市福祉会館４階小ホール
どなたでも参加できます。

