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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。

してくれます。ママだけじゃなく、パパ、じいじ、ばあ
ば…どなたでもご参加できます。
【日時】２月２７日（土）10:00〜12:00
【場所】喫茶シントン（西武国分寺線鷹の台駅下車徒歩２分）
【参加費】500 円（シントンのコーヒーor 紅茶とオリジ
ナルクッキー付き）
【定員】20 名程度 ＊2/19（金）までに要申込
【主催】いかネット（安保関連法に反対するママの会＠小平）
【申込・問合せ】☎090-9370-6309
E-mail:mamanokai.kodaira@gmail.com

◆

16 ミリ映画をみる会

怒りの葡萄
原作はピューリッツアー賞を受賞したスタインベックの
小説。1930 年代アメリカ大不況時の中西部農民たちの悲
惨な生活を描いた名作。1940 年制作、123 分
【日時】２月２０日（土）18:30〜
【場所】小平市中央公民館
【参加費】300 円（小中学生無料)
【問合せ】関根☎042-342-3435

毎年恒例！

情

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エルカムでやっていきます。
【日時】いずれも 13:30〜16:00
２月２７日（土）、３月２６日（土）
【場所】なかまちテラス
【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

きさらぎ祭

調理師と製菓衛生師を養成する学校として、体験コーナ
ー、即売コーナー、レストランなど、シェフやパティシ
エ、ブーランジェの仕事に触れるコーナーが充実。ぜひ
食のアーティストの世界へご来場ください。
【日時】２月２０日（土）10:00〜16:00
２１日（日）10:00〜15:00
【場所】国際パティシエ調理師専門学校（小平市小川東
町 5-21-14、西武多摩湖線青梅街道駅下車徒歩５分）
駐車場、駐輪場がありませんのでご了承ください。
【問合せ】☎042-344-5880
http://tanaka.ac.jp/patisserie_kodaira/

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】参加費の記載のないものは無料です。

小平こども劇場

２月２７日（土）14:30〜津田公民館（500 円）
２９日（月）11:20〜小川町２丁目児童館

■ロバの音楽座コンサート「森のオト」
多種多彩な古楽器と空想楽器によるやわらかくて気持ち
いい森のような音楽会にどうぞ！
【日時】２月２１日（日）14:00 開演
【場所】ルネこだいら 中ホール
【参加費】4 歳以上１人 2,000 円（3 歳以下のお膝だきは無料）
■舞台「ドラマ・リーディング 空の村号」
原発事故後、変わっていく村、家族。平和を取り戻そう
と小学５年生の空（そら）がとった行動とは！？
出演：アート企画陽だまり
【日時】３月５日（土）19:00 開演
【場所】成美教育文化会館（東久留米駅下車徒歩５分）
【参加費】小３以上１人 1,600 円（小２以下は入場不可）
【保育】あり、要申込、有料

13:30〜永田珈琲（珈琲付き 1,000 円）

３月

７日（月）11:20〜小川町２丁目児童館
１６日（水）11:00〜天神地域センター
２３日（水）11:00〜上水本町地域センター
２４日（木）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

NPO 現代座公演
ふるさと

遠い空の下の故郷
〜ハンセン病療養所に生きて〜

うたと語り

2001 年にハンセン病元患者を取材したことがきっかけ
でできた，熊本・鹿児島の療養所の友人たちと交流を通
じて、表側からは見えなかった彼らの心の旅をたどるよ
うになりました。
【日時】２月２８日（日）14:00 開演
【場所】現代座会館３階小ホール
【参加費】2,000 円
【定員】40 名 要事前予約
【申込・問合せ】NPO 現代座 ☎042-381-5165

＊この事業は、（公財）東京市町村自治調査会多摩交流センタ
ーの広域的市民ネットワーク活動等の助成を受けています。

【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

憲法カフェ in 小平
「安保法制って？」
「子どもたちに平和な社会を残すには
どうしたらいいのかな…」そんな思いをざっくばらんに
話してみませんか。パパさん弁護士がわかりやすく解説
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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】２月２９日、３月２８日 18:30〜
【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

子
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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）

２月１６日（火）ベビー四小
１８日（木）10:00〜11:45 ベビー三小
だっこ（中野産婦人科医院）

忘れない

２２日（月）津田 ＊３月で終了します
２３日（火）はなこ（鈴木公民館）
３月１０日（木）だっこ（中野産婦人科医院）

３．１１展

〜あの日あなたは何をしていましたか
これからあなたなら何ができますか〜

白梅はお休みです

東日本大震災から５年、被災地はどうなっているか知っ
ていますか？ 失ったものは取り戻せないのだというこ
とを、私たちは自分の事として改めて考える必要がある
のではないでしょうか。
〈内容〉映像や掲示による被災地支援活動の報告・紹介、
防災情報、映像で見る東日本大震災・原発災害関連ビデ
オ連続上映、体験イベント、チャリティーコンサート、
原発漫画「ゲンパツ先生」原画展など。
【日時】３月８日（火）〜１３日（日）9:00〜22:00
初日は 13:00 より、最終日は 18:00 まで。
【場所】小平市中央公民館ギャラリー、ホール、視聴覚
室ほか
【参加費】無料
【主催】忘れない３．１１展実行委員会
【問合せ】奥野 ☎090-2402-5704

ものもの資本主義

◉絵本と育ばな ちょこっと わらべうた
絵本の紹介や読み聞かせとわらべうた
３月３日（木）10:00〜12：00 中野産婦人科医院、
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
ママが元気になる広場

こだはぐカフェ
【日時】２月１８日（木）10:00〜15:00
３月 ９日（水）10:00〜12:00
３月１７日（木）10:00〜15:00
【場所】いずれも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）
＊各日程のお楽しみ企画は現在調整中です。
【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
http://kodahug.com/

ぶつぶつ交換

ぶつぶつ交換は、お金を使わないでほしいものを手に入
れるという、誠に人間的で文化的な作業です。この快感
を体験したいみなさん、どうぞお待ちしています。
【日時】３月１９日（土）12:00〜17:00
２０日（日）10:00〜16:00
【場所】小平市中央公民館ギャラリー
ひと
ひと
＊小平市女性のつどい主催「女と男の市民活動」に参加
して行います。
【持ち物】生ものや大型の物を除く、家庭にある品物一品
【主催】インドな人口問題を考える会
【問合せ】☎042-308-0903

自由遊びの会
【日時・内容】

２月２１日（日）10:00〜16:30

出入り自由
バウムクーヘン再び！温かい汁物も作りたいのでお家の
野菜も持ち寄ってね（お椀やお箸も）！
【場所】小平市子どもキャンプ場＆きつねっぱら公園
【参加費】無料 カンパ 100 円（保険代になります）
＊今回は特に材料費がかかりますのでカンパをよろしく！

【持ち物】お昼ごはん、タオル、水筒、カンパ、着替え、
軍手など必要だと思うもの。汚れてもいい暖かい服装で。
【主催】こだいら自由遊びの会
【当日の連絡先】足立☎090-1771-7431
佐藤☎090-1613-4442

第１８回チャリティ古本市
恒例となりました古本市を開催します。文学、実用書、
辞書、児童書、文庫などなど、１冊 30 円、50 円から。
純益金を小平市立図書館、東日本大震災被災地支援団体
に寄付します。大勢の方のご来場をお待ちします。
【日時】３月２６日（土）10:00〜17:00
２７日（日）10:00〜15:00
【場所】小平市中央公民館ギャラリー
【主催】小平図書館友の会
【問合せ】伊藤 ☎090-1707-0869
★古本のご寄付をお願いします。
寄付集本日程：３月２３日（水）〜２５日（金）10:00
〜16:00 集本場所は上記古本市と同じ会場です。

オープンカフェふたば
児童養護施設や養育里親に関心のある方、二葉むさしが
丘学園について知りたい方、カフェ形式で職員と一緒に
お話をしてみませんか。
【日時】２月２５日（木）19:00〜
【場所】二葉むさしが丘学園【参加費】無料、予約制
【問合せ】二葉むさしが丘学園 阿比留/竹村
☎042-344-9911
E-mail:m-takemura@futaba-yuka.or.jp
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はじめてのパソコンサークル

福
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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９回「マインドフルネス（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】２月１７日（水）10:00〜12:00
【場所】小平市福祉会館第３集会室

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。インターネッ
トに接続できます。ノートパソコンと電源コード（ACア
ダプター）をお持ち下さい。
【日時】予約不要、自由に参加できます。
２月１６日（火）9:30〜12:00 中央公民館講座室２
２４日（水）9:30〜12:00 元気村あすぴあ会議室
＊水曜日です
３月 １日（火）9:30〜12:00 中央公民館講座室２
８日（火）13:30〜16:00 元気村あすぴあ会議室
１５日（火）9:30〜12:00 中央公民館講座室２
２２日（火）9:30〜12:00 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/

◉「７つの習慣」学習会10回シリーズ
第１０回 第８の習慣「効果から偉大へ」人間の可能性
を解き放つ偉大さを選択する生き方について学んでみま
せんか。
【日時】３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

熟年いきいき会

喫茶〈サタデーひだまり〉

■伴侶を亡くした人が語り合う会
２月のテーマ〜一人になって困ったこと〜

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

＊伴侶のある方は参加できません。
【日時】２月１７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（会員 100 円）

２月２０日、３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】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

■みんなで話そう！ 「おしゃべりサロン」
【日時】３月３日（木）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（会員 100 円）

小平市脳卒中患者友の会（ピアズ小平）
第 24 回定例交流会

■講演会「九星・気学とは何か？」
〜中国古典の智慧に遊んでみませんか〜
講師：武田五郎氏（社会保険労務士）
【日時】３月１６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
■♪みんなで唄おう♪ 第 41 回「市民うたごえ祭り」

新しいリーフレットを学生さんと作成しました。今年の
目標は当事者の体験談やお役立ち情報掲載の小冊子づく
りです。どなたでもご参加いただけます。
【日時】３月１２日（土）14:00〜16:00
【場所】小平市花小金井南公民館
【参加費】100 円。参加される方は事前に連絡を。
【問合せ】中村 E-mail:piazukodaira@jcom.zaq.ne.jp
ホームページができました。
「こだいらネット ピアズ小
平」で検索。http://www.kodaira-net.jp/peers/
★会計担当ボランティア急募！

【日時】３月２４日（木）13:30〜15:30
【場所】小平市中央公民館ホール
【参加費】200 円
以上４件の【主催】熟年いきいき会
【問合せ】太田 ☎＆Fax 042-341-8604

講演会

右脳いきいきクラブ

学ぼう！日本手話

パート３

〜ろう者のアイデンティティーと日本手話〜

そろばんで頭の体操〜シニアみんなで楽しく老化防止〜

講師：米内山明宏さん（元 NHK「みんなの手話」講師）
＊読み取り通訳付き
【日時】３月２２日（火）19:15〜21:00
【場所】小平市福祉会館３階第１集会室
【参加費】無料
【主催】小平手話サークル
【問合せ】事務局 古川☎042-345-1708

簡単な計算をそろばんや暗算でやることにより、脳が活
性化され、脳の老化防止が図られます。さあ、脳を鍛え
て元気に老後を楽しみましょう。
【日時】毎月第１，第３金曜日 10:00〜12:00（入会４
月１日より）
【場所】小平市中央公民館
【会費】月 300 円（問題集、プリント等資料代）
【問合せ】右脳いきいきクラブ 佐々木 ☎042-323-0148
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◆
ひと

男女共同参画

【日時】２月１８日（木）14:00〜16:00
【場所】小平市中央公民館地下和室つつじ
【参加費】無料 申込不要
【主催】NPO 法人小平・環境の会
【問合せ】深澤☎＆Fax 042-341-7524

◆

ひと

第 19 回女 と男 のフォーラム

まだ見ぬ自分を信じてチャレンジしよう！
〜今求められる人材と職場

そして生き方〜

小平市いきいき協働事業・省エネキャンペーン

講師：福島敦子さん（ジャーナリスト）
【日時】２月１３日（土）14:00〜16:00
【場所】小平市中央公民館ホール
【定員】130 名 ＊手話通訳あり
【参加費】無料
【保育】７名（１歳以上就学前まで）、要予約
【企画・運営】小平市男女共同参画推進実行委員会
【申込・問合せ】1 月 20 日（水）より受付開始。
小平市地域振興部市民協働・男女参画推進課
☎042-346-9618 Fax042-346-9575
E-mail:kyodo-danjo@city.kodaira.lg.jp

省エネ。
我が家の光熱費を知ることから
省エネをはじめよう！
光熱費のチェックが簡単にできる“環境家計簿”の体験
ができるほか、タブレットやスマホから市の環境家計簿
に登録するお手伝いもします。省エネ・創エネグッズを
手にとって見ることができます。
【日時】２月２４日（水）〜２６日（金）
いずれも 9:00〜17:00
【場所】小平市役所 １階ロビー
【共催】NPO 法人こだいらソーラー、小平市
【問合せ】田中☎042-467-2861（19:00〜21:00）
Fax 042-467-2951（7:00〜21:00）西村☎090-4820-0756
E-mail:kodaira.solar@gmail.com

春よこい 女性の生き方・働き方
みんなで語ればあったかい
ワールドカフェ
テーブルごとの語り合い、数回のメンバーチェンジでい
ろんな方と話せるから、思わぬ情報を聞いたり、素敵な
思いつきが出てきたり、お友達ができたり…何かが起こ
るかも？
【日時】２月１９日（金）10:00〜12:00
２７日（土）13:30〜15:30
【場所】小平市男女共同参画センター ‘ひらく’
【定員】20 名 （保育有若干名）＊要事前予約
【主催】 ‘ひらく’登録団体、小平市
【申込・問合せ】☎090-8043-2148（森野）
E-mail:kodairashijyosei@yahoo.co.jp
ひと

◆

はがき一枚からできる国際貢献

書き損じた年賀はがきをシャプラニールまで送って下さ
い。当会へ届いた書き損じはがきは、日本で換金したあ
と、バングラデシュやネパールの働く子どもたちの支援
活動などに役立てます。前回のキャンペーンでは約 12
万枚のはがきが集まりました（540 万円相当の寄付）。今
回は 14 万枚（630 万円相当）を目標にしています。
【寄付になるもの】書き損じなど未投函のはがき（未投
函であれば、過去のはがきや年賀はがきでもかまいませ
ん）、未使用切手（１円から）、印刷で使った使用済みの
インクカートリッジ。
【寄付の仕方】３月３１日（木）までに、封筒などに入
れて問合せ先まで送って下さい。
【問合せ】
（特活）シャプラニール＝市民による海外協力
の会「あなたのはがきが、だれかのために。キャンペー
ン」係 〒169-8611 新宿区西早稲田 2-3-1 早稲田奉
仕園内 ☎03-3202-7863

ひと

約 30 団体が活動を紹介したりイベントを行います。カフ
ェもあります。3/20（日）13:00〜14:30 には男性市議と
の懇談会もあります。
【日時】３月１９日（土）9:00〜17:00、
２０日（日）9:00〜16:00
【場所】小平市中央公民館ギャラリーほか
【主催】小平市女性のつどい
【問合せ】いちわら ☎080-6867-4399

環

境

◆

あなたのはがきが、だれかのために。
キャンペーン 2015-16

女と男の市民活動（発表と交流）

◆

その他

◆

http://www.shaplaneer.org/news/2015/12/post-99.html

E-mail:sutenai@shaplaneer.org

知っていますか？
私たちのまちの「ごみ処理施設」が
次々に新設・建て替えされます

◆

他市の情報

◆

つながれ、広がれ、エフエム西東京！
交流会「ロコらぼ！」を開催します

私たちのごみが処理されている施設の整備計画が進んで
いますが、これらの施設が本当に必要か、計画がどうい
う経過で作られたのか、将来にツケを残す環境汚染を招
くことはないのか、そしてごみを減らすために市民とし
て何ができるのか、考えてみたいと思います。

放送やイベントを通じて知り合った方々の横のつながり
を強くするための交流会。お一人での参加も歓迎です。
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【日時・参加費】２月１３日（土）
第１部 15:00〜「チーム 24 分ですむまち」によるまち
づくりワークショップ（参加費 500 円）
昨年末に行われた「地方創生☆政策アイデアコンテスト」
で西東京市におけるアイデアを提案して「ビザ・ワール
ドワイド賞」を受賞した「チーム 24 分ですむまち」が、
この提案を披露すると共に、皆さんとアイデアについて
考えるワークショップを行います。
第２部 17:00〜 懇親会 （参加費 4,000 円）
前述のチームが副賞でもらったお米の一部を、西東京市
で活動している「子ども食堂」に寄付する贈呈式を行い
ます。またそのお米でおむすびを作り「ロコらぼ」参加
者にも味わっていただきます。PR タイム（当日先着５名）
やチラシコーナーもあります。
【参加費】両方なら 3,500 円
【場所】コール田無２階（西武新宿線田無駅北口徒歩 10 分）
【主催】株式会社エフエム西東京
【問合せ】☎042-451-2630 E-mail:c-iijima@tfl.co.jp
＊〆切は 2/6 ですので要問合せ

言葉にならない辛さを背負って生きる子どもたち
〜見えにくい SOS に気づくために〜
日本の子どもの６人に１人が貧困状態にあると言われて
いる昨今、子どもやその家族を取り巻く社会環境は多様
化・複雑化し、彼/彼女らの SOS はますます見えにくくな
っています。そのような SOS にいかに気付き、
拾い上げ、
支えていけばよいのか。
「相談」に至る前の出会いをいか
に作り出せるのか、取り組み事例を伺いながら考えます。
【日時】２月２０日（土）13:30〜16:30
【会場】東京ボランティア・市民活動センターAB 会議室
（JR 飯田橋駅すぐ セントラルプラザ 10 階）

【定員】80 名 ＊〆切は 2/12 ですので要問合せ
【参加費】会員 2,000 円、一般 2,500 円
【問合せ】東京ボランティア・市民活動センター
☎03-3235-1171

NPO 法人設立入門講座
知っておきたい！法人化後の年間事務あれこれ
毎年やってくる事務のスケジュールを知り、運営の心構
えを作ります。 講師：増田裕之氏（東京ボランティア・
市民活動センター相談担当専門員）
【日時】３月６日（日）14:00〜16:00
【場所】武蔵野商工会館４階ゼロワンホール（武蔵野市
吉祥寺本町 1-10-7、JR 中央線吉祥寺駅北口徒歩５分）
【参加費】700 円
【定員】30 名（先着順）
【問合せ】武蔵野プレイス市民活動支援担当
☎0422-30-1903 E-mail:gr-shikatu@musashino.or.jp

空き家・空き部屋等地域貢献活用フォーラム
今年度のモデル採択団体の初期整備状況と今後の取り組
み報告のほか、区外の事例紹介を交えながら、
「まちの価
値を高める空き家活用」について考えます。
【日時】３月１９日（土）13:30〜16:30
【場所】北沢タウンホール ２階ホール（世田谷区北沢
2-8-18、小田急線下北沢駅徒歩４分）
【参加費】無料 ＊手話あり。
【定員】事前申込不要、当日直接会場へ。
【主催】世田谷区・一般財団法人世田谷トラストまちづくり
【問合せ】トラストまちづくり課 ☎03-6407-3313
http://www.setagayatm.or.jp/

☀ 助 成 金 情 報 ☀
ドコモ市民活動団体への助成
【対象活動】将来の社会の担い手である子どもたちの
健やかな育ちを応援する活動。①不登校・ひきこもり
の子どもや保護者に対する精神的・物理的な支援、復
学・社会的自立支援活動。②児童虐待やドメスティッ
ク・バイオレンス（DV）、性暴力などの被害児童・生徒
や社会的養護を必要とする子どもの支援、及び虐待防
止啓発活動 ③非行や犯罪から子どもを守り、立ち直
りを支援する活動、ほか「子どもを守る」という視点
に立った活動。
【対象団体】①日本国内に活動拠点を有する民間の非
営利活動団体で、NPO 法人などの法人格を有するもの、
または取得申請中の団体で 6 月末までに法人登記が完
了見込みの団体。活動実績が２年以上。②複数の団体
が連携した協働事業の場合は、代表申請団体が上記①
を満たしていること。地域の中間支援組織を代表申請
団体とする場合に限り、法人格の有無は問いません。
【対象期間】2016 年 9 月 1 日（木）〜2017 年 8 月 31
日（木）
【助成金額】1 団体あたり標準 50 万円、上限 100 万円、
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詳細についてはそれぞれの
ホームページでご確認下さい。

総額 2,500 万円。
【〆切】3 月 31 日（木）
【問合せ】NPO 法人モバイル・コミュニケーション・フ
ァンド ☎03-3509-7651 E-mail:info@mcfund.or.jp
http://www.mcfund.or.jp/
Yahoo!基金「復興支援」助成プログラム 通年版
【対象活動】東日本大震災、被災者救援活動
【対象活動期間】第３回：2016 年５月から、第４回：
同７月から、第５回：同９月からそれぞれ最長半年間。
【助成内容】１団体あたり上限 50 万円、総額 300 万円
まで採択。総額に達し次第終了。
【対象団体】日本国内に活動拠点がある非営利団体。
反社会的勢力と一切の関わりがないこと。
【〆切】隔月ごとに応募を区切ります。第３回：３月
末、第４回：５月末、第５回：７月末。
【問合せ】Yahoo!基金
E-mail:kikin-josei-master@mail.yahoo.co.jp
http://kikin.yahoo.co.jp/support/fukko-allyear.h
tml

