✎
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リトミックをベースにした、鬼ごっこ、ジャンケンゲ
ーム、つながりあそび、表現あそび、打楽器あそび。
トーンチャイムも使います。
【日時】１１月１５日（日）9:30〜11:30
【場所】小平市大沼公民館ホール
【参加費】無料
【対象】小学生中心
【申込・問合せ】音楽と遊ぼう ☎042-345-9145

✐

急な変更の可能性もありますので、
ご確認ください。

おだまきと手仕事の◯◯展
ていねいに織り上げた、裂き織りのバッグと小物たち。
【日時】１１月１９日（木）〜２４日（火）
【場所】曼珠苑ギャラリー（調布市深大寺元町 5-9-5、
JR 三鷹駅、京王線調布駅よりバス「深大寺入り口」下
車徒歩１分）
【参加費】無料
【主催】社会福祉法人つむぎおだまき工房
☎042-341-7107
http://odamakikoubou.jimdo.com

子どもと大人が輝くまちづくり講座
PTA、町会、子育てサークルやボランティア etc…地域の
中でより輝きたいと思っている方、自分や家族が住ん
でいる町をもっと楽しくしたいという方、大歓迎！
〈講師〉漆畑栄子さん（NPO 法人こども劇場せたがや
理事長）、太宰久夫氏（玉川大学芸術学部教授）、中川
幾郎氏（帝塚山大学名誉教授）
【日時】いずれも 10:00〜11:45
１１月１６日（月）
「まちが元気になった実例報告」
１２月 ７日（月）
「子どもの生活と地域との関わ
り」１２月１７日（木）「総括 フィードバック」
【場所】いずれも小金井市前原暫定集会施設
【参加費】各回 2,000 円、全６回 10,000 円
【主催】NPO 法人子ども文化地域コーディネータ−協会
http://www.kodomo-bunka-co.org
【申込み・問合せ】同協会☎03-3351-2130
＊ 小 平 こ ど も 劇 場 で も 受 け 付 け ま す 。（ ☎
042-347-7211）

津田塾大学公開講座

総合 2015

点・線・面
〜“つながる”“つながらない”の狭間で〜

たまり場フォーティワン講演会

これからの日米関係
〜箸とフォーク

報

第１部：北澤潤さんのお話（現代美術家）
第２部：ワークショップ
【日時】１１月１８日（水）13:30〜16:15
【場所】小平市中央公民館ホール
【定員】70 名
【保育】９名（１歳から就学前まで、先着順
＊申込は 11 月 10 日までに下記問合せ先へ。
【主催】小平市自治基本条例市民の集い
【申込・問合せ】中山☎090-4382-1200

◆

創作音楽遊び

シルバー大学 OB 会

情

どちらが高級か〜

講師：江口建之氏（㈲EMI コンサルティング代表取締役）
日本を取り巻く国際環境が著しく変化している状況下、
日本の行く末などを一緒に考えたいと思います。
【日時】１１月１７日（火）13:30〜15:30
【場所】小平市中央公民館ホール
【参加費】資料代 200 円 ＊申込〆切：11 月 14 日（土）
【問合せ】細江☎＆FAX 042-344-7618/090-6033-5524
E-mail:hosoeguri226@ybb.ne.jp

学生向けの授業ですが、一般市民にも公開されている
「総合講座」。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
１１月１９日 フィリピン教育演劇協会（PETA）
１１月２６日 岡 勇樹氏（NPO 法人 Ubdobe 代表
理事）
「つながりたければ、つながれ！つながりたくな
ければ、ほっとけ！DESTROY 福祉！！〜医療福祉エンタ
ーテインメントのその先へ〜」
１２月３日 Lucy Craft 氏（フリージャーナリス
ト）「日本の戦争花嫁—ドキュメンタリーフィルム上映
＆対談会」
１２月１０日 大胡田 誠氏（弁護士）
＊変更の場合もありますのでホームページをご確認ください。

【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
http://www.tsuda.ac.jp/

☎042-342-5130

16 ミリ映画をみる会
小平市いきいき協働事業

サンチャゴに雨が降る

協働で居場所づくり

〈作品紹介〉南米チリ軍事クーデター事件を克明に追
った驚愕の実録巨編。（113 分）
【日時】１１月２１日（土）18:30〜
【場所】小平市中央公民館
【資料代】300 円
【問合せ】関根☎042-342-3435

シニアが気軽に立ち寄れるコミニュティー・カフェ、
子育てママたちが集まってゆっくりくつろげる場所、
それぞれに欲しい「居場所」があります。そんな居場
所づくりをどうやって前進させるのか、みんなで考え
てみませんか。
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第２回みんなでつくる音楽祭 in 小平

サロンミニコンサート

〜音楽のジャンルも障がいの有無も世代もすべてボーダレス〜

《1725 年製のストラディバリウスのバイオリン》

昨年多くの方に支えられ大盛況に終わった音楽祭。今
年は２部構成で、第１部を小平市中央公民館が、第２
部を昨年の実行委員会が主催します。ロック、フォー
ク、ジャズ、ピアノ演奏、合唱、ダンス、ワークショ
ップ、大道芸、喫茶など盛りだくさん！
【日時】１２月５日（土）10:00〜19:00
【場所】小平市中央公民館全館
【参加費】無料
【問合せ】小平市中央公民館 ☎042-341-0861

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。

１１月２２日（日）13:30〜永田珈琲（珈琲付き 1,000 円）
１２月 ２日（水）14:30〜津田公民館（500 円）
３日（木）10:30〜小川東町地域センター
１７日（木）11:20〜小川町２丁目児童館
２５日（金）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

小平市市民活動支援公募事業

うたごえ喫茶 in 元気村

郷土こだいら再発見〜現在に生きる先人の知恵〜

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】１１月２３日（月・祝）13:30〜
１２月２３日（水・祝）13:30〜
【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

講師：立川鉄六氏（小平郷土研究会会長）
講師の幼いころの出来事・生活・地域の祭りなどを語
っていただき、小平の歴史をひもときながら先人のよ
き知恵を学ぶとともに、子どもたちの世界につないで
いこうと考えます。
【日時】１２月６日（日）13:30〜15:30
【場所】小平市中央公民館講座室２
【主催】学び舎江戸東京ユネスコクラブ
【問合せ】事務局 FAX042-208-6518
http://unesuco.or.jp/manabiya/

喫茶らいふえいど
歌声喫茶とフラダンス

生演奏で・・・

生のバンド演奏で踊ったり歌ったりしませんか。お茶
とお菓子もご用意しています。おしゃべりだけでもぜ
ひどうぞ。

小平こども劇場
■アフタフ・バーバン表現あそびワークショップ

わくわくフシギ探検隊！（＊子どもゆめ基金助成事業）

【日時】１１月２６日（木）14:00〜15:30
【場所】小平元気村おがわ東第１会議室
【参加費】無料
【主催】NPO 法人 ACT 小平らいふえいど
【問合せ】☎042-348-0376

【日時】１２月６日（土）①10:00〜12:00 幼児（年
少〜年長）対象 ②13:30〜16:30 小学生対象
【場所】小平市学園西町地域センター
【定員】各回 30 名（要申込み、先着順）
【参加費】ひとり 500 円
■ドキュメンタリー映画上映会「飯舘村〜放射能
と帰村〜」 2016 年 3 月 5 日（土）公演の舞台『空の
村号』の事前取り組みとして、作家・篠原久美子さん
のアフタートークもあります。
【日時】１２月１２日（土）17:00〜20:00
【場所】ルネこだいらレセプションホール
【参加費】500 円
【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

憲法カフェ＠なかまちテラス
清水睦先生（中央大学名誉教授）をお迎えして「日本
国憲法誕生のいきさつ」をお話していただきます。
【日時】１１月２８日（土）13:30〜16:00
【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
＊１２月は２６日（土）です。

〜ゴードン・メソッドに学ぶ！〜

第６回「ひびき」小さな朗読会

身近な人との会話のコツ

〈プログラム〉オー・ヘンリー作「古パン」、芥川龍之
介作「鼻」、辻邦生作「霧の柩」、江國香織作「桃子」、
斎藤隆介作「死神どんぶら」
【日時】１１月２９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
【主催】朗読小平教室「ひびき」
【問合せ】柳田☎042-345-6588

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】１２月１１日（金）10:00〜12:00
【場所】小平市中央公民館ホール
【定員】先着 40 名（子連れ可） 【参加費】1 回 300 円
【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
＊歳末たすけあい地域福祉活動募金助成事業
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ターネットに接続できます。

◆

子

ど

も

熟年いきいき会

◆

■講演会「地域で安心して暮らせるために」〜知って
下さい。地域包括ケアシステムとは？〜

きららの予定

講師：荒井久美子さん（小平市地域包括支援センター
中央センター長）
【日時】１１月１８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
【主催・問合せ】太田 ☎＆Fax 042-341-8604

（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）

１１月１７日（火）ベビー四小
１９日（木）10:00〜11:45 ベビー三小
２４日（火）はなこ（鈴木公民館）大型絵本
２７日（金）ベビー中央 おしゃべり
３０日（月）津田 お誕生会＆読み聞かせ
１２月 １日（火）11:00〜12:30 白梅 おしゃべり
１０日（木）だっこ（中野産婦人科医院ホール）

◆

１２月３日（木）10:00〜11:45

【日時】１１月２２日（日）13:30〜15:30
【場所】小平元気村おがわ東２階
【参加費】200 円（ハーブティ・お菓子付）
＊申込み〆切：11 月 21 日（土）
【問合せ】すまいるサロン 伊藤☎080-5474-7561
E-mail:chikako.kazu25@gmail.com

小平市市民活動支援公募事業

思春期支援シンポジウム

ママが元気になる広場

〈プログラム〉第一部 14:00〜15:00 発達に凸凹があ
る子の支援〜思春期対応の現場から〜 講師：池田聡
子さん（かえつ有明中・高等学校カウンセラー）
第二部 15:10〜16:20 ワークショップ 皆様の感
想・質問をまとめ、先生にお応えいただきます。
【日時】１１月２９日（日）14:00〜16:30
【場所】小平市中央公民館講座室２
【参加費】無料
【定員】60 名（先着順）
【申込】〆切は 11 月 21 日（土）
電子メール・電話・FAX にて、名前、所属（学校・施設
名等）、連絡先を下記問合せ先までお知らせください。
【問合せ】NPO 法人こども未来らぼ 芋生（いもう）
☎＆FAX 042-359-4587
http://mirailabo.org/
machikado.mirai.imotae@gmail.com

シニア

◆

沖縄の三線とフルートのコラボで心とからだを癒しませんか。

きらら事務所（美
園町 1-12-24-103）
。絵本の紹介や読み聞かせとわらべ
うた、時間内出入り自由、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

◆

康

すまいるサロン

◉絵本と育ばな ちょこっと わらべうた

支援力アップ講座

健

こだはぐカフェ＠鈴木公民館
【日時】１１月２７日（金）10:00〜14:00
こだはぐ手作りマーケット
＊地域の作家さんたちによるハンドメイド作品を集め
たマーケット♪ からだに優しいおやつやお野菜の販
売、フリーマーケットもあります。
【場所】都営鈴木町二丁目アパート２号棟１階 鈴二
自治会集会室（鈴木公民館となり）
【主催・問合せ】小平はぐくみプロジェクトーこだはぐ
E-mail:contact@kodahug.com http://kodahug.com/

◆

平

和

◆

アジアから平和を考える連続学習会 Part3

戦争を止めたい フォトジャーナリストの見る世界
豊田直己さんスライド・トークイベント
世界の「戦場」で撮影した写真を見ながら、また映画
「遺言 原発さえなければ」に託した思いなど、平和
についてお話いただきます。
【日時】１１月１４日（土）18:30〜
【場所】小平市中央公民館 【参加費】資料代 500 円
【主催】アジアから平和を考える会
【問合せ】橋本 ☎090-1849-9305

◆

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。
【日時】 毎週火曜日 予約不要、自由に参加できます。
１１月１７日 9:30〜12:00 中央公民館講座室２
２４日 9:30〜12:00 元気村あすぴあ会議室
１２月 １日 9:30〜12:00 中央公民館講座室２
８日 13:30〜16:00 元気村あすぴあ会議室
１５日 9:30〜12:00 中央公民館学習室４
２２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＞パソコンの貸し出しはしていません。イン

◆

環

境

◆

脱原発の明日をめざす かしこい電気の選び方
2016 年春からいよいよ一般世帯でも電力会社を選べる
ようになりますが、疑問はいっぱいです。そこで、消
費生活アドバイザー、新電力事業者、環境 NGO スタッ
3

喫茶〈サタデーひだまり〉

フ各氏に現状とビジョンをうかがいます。
【日時】１２月５日（土）14:00〜16:30
【場所】国分寺労政会館第４会議室
【参加費】資料代 500 円（予約不要）
【主催】NPO 法人こだいらソーラー

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

【申込・問合せ】西村☎090-4820-0756

１１月２１日、１２月１９日

E-mail:kodaira.solar@gmail.com

◆

福

祉

【場所】小平元気村おがわ東２階第２会議室（予定）
【主催】精神保健福祉ボランティアの会ひだまり
【問合せ】八木☎042-309-7984

◆

小平市脳卒中患者友の会「ピアズ小平」

◆

第22回定例交流会
脳卒中患者と家族が社会貢献をする会で、奇数月の原
則第二土曜日に開催しています。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】１１月１４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！！ホームページの更新、会の運営
（会場設営など）をしてくださるメンバーを募集。
【問合せ】中村☎070-5517-2642（午後） 「ピアズ小
平」で検索。http://www.kodaira-net.jp/peers
E-mail:piazukodaira@jcom.zaq.ne.jp

バザー

◆

ほっとスペースさつき第７回ミニバザー
子ども服、おもちゃ、ぬいぐるみ、本・雑誌、CD・DVD、
未使用の食器・タオル・石鹸・洗剤など日用品。販売
する品物も募集しています。
【日時】１１月２９日（日）10:00〜15:00
【場所】さつきハイツ１階（鷹の街道沿い、小川公民
館入口左）
【問合せ】渡辺☎042-344-7412
白梅学園大学森山研究室☎042-346-5630（代）内線 267

◆

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５回「ソクラテス式対話法その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】１１月１８日（水）10:00〜12:00
【場所】小平市福祉会館第３集会室

まちづくり

◆

シンポジウムと意見交換会

５万人の投票用紙は焼却された
〜住民投票の開票を求めた裁判をめぐって〜
【日時】１２月１３日（日）13:30〜16:30
第１部：尾渡雄一朗・中島敏両弁護士、武田真一郎成
蹊大学法科大学院教授から、小平住民投票公開裁判に
ついての解説・提言 第２部：
〈市民として何ができる
か〉グループトーク・まとめ
【場所】小平市津田公民館ホール
【参加費】資料代 300 円
【主催・問合せ】小平都市計画道路に住民の意思を反
映させる会 ☎090-8341-9170（水口）
E-mail:jumintohyo@gmail.com

◉「７つの習慣」学習会10回シリーズ
第７回第６の習慣「シナジーを創り出す」お互いの違
いを尊重し、第３の案を生み出す創造的協力の習慣に
ついて学んでみませんか。
【日時】１２月２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】NPO小平ハートピア
【申込み・問合せ】永瀬☎＆Fax 042-401-8833
E-mail：heartpia@wish.ocn.ne.jp

◆

他市のイベント

◆

子どもの虐待死を悼み、命を讃える市民集会

小平市パーキンソン病友の会設立 30 周年記念

一人ひとりの気付きが子どもと親の未来を守る
虐待によって亡くなった子どもたちに鎮魂の祈りを捧
げるとともに、２つの虐待死事件を取材したルポライ
ターのお話を聞きます。子ども虐待を訴える「鎮魂の
行進」も行います。
【日時】１１月１５日（日）13:30〜
【場所】ニッショーホール（港区虎ノ門 2-9-16）
【参加費】無料、申込み不要
【主催・問合せ】認定 NPO 法人児童虐待防止全国ネッ
トワーク☎03-6380-6380 http://www.orangeribbon.jp
E-mail:info@orangeribbon.jp

パーキンソン病医療講演会
【日時】１１月１９日（木）13:00〜16:00
〈プログラム〉13:00〜13:45 みんなで歌いましょう
14:00〜講演「パーキンソン病の治療と新薬についての
最新情報」講師：国立精神・神経医療研究センター病
院 特命副院長 神経内科診療部長 村田美穂先生
【場所】ルネこだいら レセプションホール
【参加費】無料
【主催・問合せ】小平市パーキンソン病友の会
松村☎042-342-2378、090-6043-6749
＊歳末たすけあい地域福祉活動募金助成事業
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