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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。

＊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。

◆

http://www.tsuda.ac.jp/

16 ミリ映画をみる会

ゆうやけ子どもクラブ父母会ガレッジセール

ぬちがふうー玉砕場からの証言—
「ぬちがふう」とは、沖縄で九死に一生を得た人たち
の命のしあわせをかみしめたことばでもある。
【日時】６月１８日（土）18:30〜
【場所】小平市中央公民館 【参加費】資料代 300 円
【問合せ】関根☎042-342-3435

夏の子ども・大人衣類、食器、おもちゃ、雑貨等を販
売します。＊雨天決行
【日時】６月２５日（土）12:00〜15:00
【場所】ゆうやけ第２子どもクラブ（小平市学園東町
3-3-18 メゾンセサミ 1 階） ＊駐車場はありません。
【問合せ】☎042-344-0922（平日 14:00〜17:00）

映画「選挙フェス！」上映会

憲法カフェ＠なかまちテラス

一滴の血も流さない革命、それが選挙だと思ってるん
です（三宅洋平）。2013 年 7 月の参議院議員選挙に立候
補したミュージシャン・三宅洋平の選挙活動に密着し
たドキュメンタリー。杉岡監督のトークあり。
【日時】６月２０日（月）18:30〜
【場所】小平市学園西町地域センター
【参加費】大人 1,000 円、高校生 500 円、中学生以下無料
【主催・問合せ】選挙フェス上映実行委員会
☎090-1849-9305（橋本）

大切な憲法の語り合いの場、どなたでもご参加下さい。
【日時】いずれも 13:30〜16:00
６月２５日（土）、７月３０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

ものもの資本主義 ぶつぶつ交換
物々交換は、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。５
月は「タウン通信」に掲載されたので、読者が参加し
て物々交換をしました。
【日時】６月２７日（月）10:00〜15:00
【場所】男女共同参画センターひらく（元気村２階）
【持ち物】生もの、大型のもの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

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。

６月２１日（火）13:30〜永田珈琲（珈琲付 1,000 円）
２５日（土）14:30〜津田公民館（500 円）
２７日（月）11:20〜小川町２丁目児童館
７月２３日（土）14:30〜津田公民館（500 円）
２８日（木）11:20〜小川町２丁目児童館
13:30〜永田珈琲（珈琲付 1,000 円）
【問合せ】バイオリンの音を楽しむ会（黒澤）
☎&Fax 042-341-3457
津田塾大学公開講座

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〜

総合 2016

「進歩」再考—その先の私—

６月２７日、７月２５日

30 年以上の歴史を持つ「総合」は、学生向けの授業で
すが一般市民にも公開されています。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、無料
６月２３日「平安女子と平成女子。マンガ版『枕
草子』を通して見えてきた恋愛友情今昔記！」小迎裕
美子氏（イラストレーター）、関由香氏（株式会社
KADOKAWA）
６月３０日 大石芳野氏（写真家）タイトル未定
【場所】津田塾大学特別教室 ＊正門守衛所で住所・
氏名をご記入ください。
【問合せ】津田塾大学教務課 ☎042-342-5130

【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

朗読サロン「檸檬の会」
〈プログラム〉内海隆一郎作「息子たち」、山本周五郎
作「小指」、森村誠一作「銀座カップル」
【日時】７月３日（日）14:00〜
【場所】永田珈琲店スペースこもれび（小平駅南口１
分 グリーンプラザ２階）
【参加費】700 円（飲み物込み）申し込み不要
【主催】小平朗読教室ひびき
【問合せ】尾上☎042-385-0251
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小平おもちゃの病院、マザーズファーマーシー、生活
クラブ生協、小平こども劇場、ブロッサミー、おいし
いコーナーなど盛りだくさん。
【参加費】無料 【共催】きらら、白梅幼稚園

小平こども劇場
◆「糸による奇妙な夜」人形劇団ココン
夜はこわくてさびしい……でもなんだか楽しい。ひと
り芝居の糸操り人形劇の作品集です。子どもも見てい
い、ちょっと大人向けの人形劇。
【日時】７月１７日(日)18:30 開演
【場所】小平市中央公民館２階ホール
【対象】小学生以上大人まで
【参加費】小学生〜17 歳 2,300 円、18 歳〜大人 4,300
円（２ヶ月分の会費＋入会金）
【申込・問合せ】NPO 法人小平こども劇場
☎＆Fax 042-347-7211

◉絵本と育ばな ちょこっと わらべうた

７月７日（木）10:30〜12:00 中野産婦人科医院ホー
ル、出入り自由、無料
絵本の紹介や読み聞かせとわらべうたを行います。
◉ベビーマッサージ いずれも 10:30〜11:45 700 円
７月７日（木）大沼公民館和室
８日（金）中央公民館和室つつじ
【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

E-mail：kodaira.kodomo.gekijyo@s2.dion.ne.jp
http://www.ab.auone-net.jp/~gekijyo/

◆

子

ど

も

オープンカフェふたば
テーマ「知られざる特別養子縁組の世界」
実際に養親を行っているご夫婦をゲストに招き、特別
養子縁組って何？実際にやってみてどうだった？とい
うお話をインタビュー形式でお聞きします。
【日時】６月１９日（日）13:00〜15:00
【場所】二葉むさしが丘学園（小平市鈴木町 1-62-1）
【参加費】無料＊資料の関係上ご予約をお願いします。
【予約・問合せ】☎042-344-9911
E-mail:m.takemura@futaba-yuka.or.jp

◆

小平市いきいき協働事業

こだはぐ
生まれてきた赤ちゃんと幸せ家族になろう！
【日時・内容】いずれも日曜日 9:45〜11:45
◆第１回 ６月１２日「夫婦で父親学級〜ときめ
き産前産後ライフを手に入れよう〜」講師：渡辺大地
さん（㈱アイナロハ代表取締役）
◆第２回 ６月２６日「行動学で夫婦のハッピー
コミュニケーション 〜家事シェアの極意はコミュニ
ケーションにあり〜」 講師：三木智有さん（NPO 法人
tadaima！代表理事）
【場所】いずれも小平市中央公民館地下和室けやき
【参加費】無料
【定員】各回 30 組（市内在住者、両日参加者優先）
＊若干の空きがありますのでお問合せください。
【保育】1〜3 歳、定員 15 名、無料、要申込
＊１歳未満のお子さんは同伴可。
【共催】小平市、小平はぐくみプロジェクト

◆

境

◆

地球永住計画 連続講座
【日時＆内容】

６月２０日（月）対談「日詰明男（建築家、数学
者、音楽家、アーティスト）☓相沢韶男（武蔵野美大
名誉教授、民俗学、建築科）」
６月２１日（火）対談「日詰明男（同上）☓三浦
均（武蔵野美大映像科教授、天文学者、CG アーティスト）」
【場所】武蔵野美術大学１号館１０３教室
【参加費】無料 【主催】関野吉晴研究室
【問合せ】chikyueiju@gmail.com

以上 2 件の【問合せ】小平はぐくみプロジェクト―こだはぐ

☎090-5526-2944（橋本）
E-mail:contact@kodahug.com

環

http://kodahug.com/

◆

シニア

◆

きららの予定

はじめてのパソコンサークル

（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）
６月１４日（火）ベビー四小
１６日（木）10:00〜11:45 ベビー三小
２４日（金）ベビー中央 中央公民館けやき
２７日（月）だっこ（中野産婦人科医院）
２８日（火）はなこ（鈴木公民館）
７月 ５日（火）11:00〜12:30 白梅
１４日（木）だっこ（中野産婦人科医院）

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】いずれも火曜日、予約は必要ありません。
６月１４日 13:30〜16:00 あすぴあ会議室
２１日 9:30〜12:00 あすぴあ会議室
２８日 9:30〜12:00 あすぴあ会議室
７月 ５日 9:30〜12:00 あすぴあ会議室
１２日 13:30〜16:00 あすぴあ会議室
１９日 9:30〜12:00 あすぴあ会議室
２６日 9:30〜12:00 あすぴあ会議室
【参加費】１回 200 円

◉きらきらパーク
【日時】６月１８日（土）10:00〜11:45
【場所】小平市福祉会館１階和室ホール
白梅幼稚園の先生たちによる劇・工作・わらべうた、
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◆シンポジウム『住み慣れた街で生きて逝く』
在宅ケアを受け大切な人を亡くされた方の体験をお聞
きし、その話を土台に、ケアタウン小平のサービス事
業所スタッフなどによるシンポジウムを行います。
【日時】７月２４日（日）14:00〜16:30
【場所】ルネこだいら中ホール
【参加費】無料
【定員】380名
【申込】Fax、郵送、Eメールに「氏名、住所、電話番
号、Fax番号」を記入の上、７月１２日までにお申込み
ください。
【申込・問合せ】NPO法人コミュニティケアリンク東京
事務局 〒187-0012 小平市御幸町131-5
☎042-321-5985（水、木、金 13:00〜17:00）
Fax 042-321-5982
E-mail:suminaretamati2016@yahoo.co.jp

【主催・問合せ】小平 IT 推進市民グループ
http://kodaira-it.jp/hazimete/

熟年いきいき会
■伴侶を亡くした人が語り合う会
６月のテーマ〜いざという時の心の準備〜
【日時】６月１５日（水）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
＊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】７月６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、予約不要、自由参加
以上 2 件の【主催】熟年いきいき会
【問合せ】太田 ☎＆Fax 042-341-8604

◆

福

祉

◆

◆

国際協力

◆

喫茶〈サタデーひだまり〉

身近にできる国際協力ひろば

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、いずれも13:00〜17:00

〜フェアトレード商品の紹介・販売☆
切手・ハガキなどの寄付品集め♪
公民館の市民講座より誕生し、援助を必要とする国々
への支援を目的としてイベントを開催しています。寄
付品は NGO を経由して国際協力活動に活かされます。
誰でもできる国際協力の機会です。
【日時】７月１９日（火）〜２４日（日）9:00
〜17:00 ＊初日は 12:00 から、最終日は 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】事務局 渡辺☎042-332-2097

６月１８日、７月１６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
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２回 生活で使える心理療法（その２）
「学習理論と
行動療法」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】６月１５日（水）10:00〜12:00

◆

まちづくり

◆

政治・知りたい、確かめ隊 コミュニティサロン
「小平市の道路行政はどうなっていくの？」
（小平３・３・３、小平駅再開発、小平市都市計画マ
スタープラン）おはなし 神尾直志さん
【日時】７月３日（日）14:00〜16:00
【場所】中央公民館学習室３
【参加費】無料
【主催】政治・知りたい、確かめ隊
【問合せ】森野☎090-8043-2148

◉「７つの習慣」学習会
第３回 第３の習慣「最優先事項を優先する」緊急度
ではなく、重要度のレンズを通して物事を見る習慣に
ついて学んでみませんか。
【日時】７月６日（水）10:00〜12:00
上記２件はいずれも
【場所】小平市福祉会館第３集会室
【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
＊この事業は真如苑助成事業です。

◆

募

集

◆

小平市脳卒中患者友の会（ピアズ小平）
脳卒中者の仲間づくりに協力してくれる運営メンバー
大募集！ 脳卒中者同士の情報交換、交流、健常者への
啓発等の活動を行います。ご本人やご家族、関係者、
健常者の参加をお待ちしています。「こだいらネット
ピアズ小平」で検索。
【問合せ】中村 E-mail:piazukodaira@jcom.zaq.ne.jp

ケアタウン小平10周年シンポジウム

住み慣れた街で生きて逝く
〜ケアタウン小平の今まで。
そして私たちの街のこれから〜
◆基調講演『ケアタウン小平チーム10年の取り組み』
山崎章郎氏（ケアタウン小平クリニック院長）
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◆

他市の情報

【参加費】無料
【主催】八王子市市民活動支援センター
☎042-646-1577 Fax 042-646-1587
E-mail:npo802@shiencenter-hachioji.org

◆

中野区ライフサポートビジネスシンポジウム
〜暮らしを応援するビジネスを生み出そう〜
◉基調講演「新たなビジネスで暮らしを豊かに〜ママの
創業体験談〜」講師：甲田恵子氏（㈱AsMama 社長）
◉トークセッションなど
【日時】６月１８日（土）13:00〜16:30
【場所】中野区産業振興センター地下１階多目的ホー
ル（JR・東京メトロ東西線 中野駅南口徒歩 5 分）
【定員】100 名、先着順、要申込（https://goo.gl/GW4e4K
から）、〆切 6 月 17 日
【参加費】無料
【主催】中野区
【問合せ】中野区ライフサポートビジネス創出促進イ
ベント事務局 NPO 法人コミュニティビジネスサポー
トセンター☎03-5259-8093
E-mail:support@cb-s.net

◆

その他

◆

九州熊本地震被災者支援のための
都内一斉街頭募金を行います
東京ボランティア・市民活動支援センターからの呼び
かけに応え、
「義援金」と「支援金」の募金を行います。
「義援金」は中央共同募金会を通じて被災者の方々へ
届け、
「支援金」は現地で活動をしている被災地支援団
体を支援するものです。たくさんの方々のあたたかい
支援をお待ちしています。
【日時】６月１４日（火）、７月１２日（火）
時間はいずれも 15:30〜17:00
【場所】小平駅、花小金井駅
【主催＆問合せ】こだいらボランティアセンター
（石井）☎042-346-1424

２枚目の名刺を持とう！

「地域デビュー・社会デビューを
パラレルキャリアから考える」
【日時】６月１９日（日）13:30〜17:00

J：COM 新番組「たまろくと人図鑑」
６月１日から放送中！
西東京市、小平市、東村山市、東久留米市、清瀬市で
活躍する人をゲストに招き、その素顔に迫る新番組。
インタビュアーは、FM 西東京メディアアドバイザーの
有賀達郎さん。
【放送日】J:COM チャンネル 地デジ 11ch にて毎日
18:00〜ほか（毎週月曜日更新）。詳しい視聴方法等は、
http://jinzukan.myjcom.jp/tamarokuto/ を ご 確 認 く
ださい。

〈内容〉Ⅰ部では、石山恒貴氏（法政大学大学院政策
創造研究科教授）が経験、知識、やる気を地域で活か
す方法についてわかりやすくお話します。その後Ⅱ部
で、ワールドカフェ方式で社会貢献への参加について
少人数で自由に意見交換します。
【場所】八王子市学園都市センター 第１セミナー室
（東急スクエアビル12階）
【対象・定員】市民活動に興味のある方、NPO・市民活
動団体の方 50名（申込み先着順）

多目的（レンタル）スペース情報

学園坂スタジオ

2015 年 12 月にオープンした学園坂スタジオは、音楽・ダンス・演劇などの稽古や
ワークショップに適した多目的スペースです。約 40 畳のリノリウム敷きの A スタ
ジオは、打ちっぱなしの天井にスポットライトが多数あり、客席を設けてのライブ
や公演ができます。約 12 畳の B スタジオ（防音室）にもアップライトピアノがあり、
深夜までのリハーサルやレコーディングが可能です。寺子屋プロジェクトとして、
リトミック、アイリッシュ・ダンス、ウクレレ、ダンス・ジャム・セッション、詩の
ワークショップ、思想ゼミナール、音楽療法など、初心者から上級者、未就学児から
シニア世代までを対象とした色々な講座もあり、その合間にレンタルでも借りられま
す。マスターの港大尋（みなと おおひろ）さんは、幼少期は小平市上水本町に住み、
その後最近まで小平を離れていましたが、再び
【場所】小平市学園東町 1-7-41 ナカムラビル 3 階
小平市民となりました。作曲とピアノを専門と （西武多摩湖線一橋学園駅下車徒歩 1 分、黒潮寿司の上）
して音楽の世界で活躍している方ですが、小平 【営業時間】9:00〜 詳しいレンタル料金はホームページ参照
では子どもを対象とした居場所づくりも視野に 【問合せ】☎＆Fax. 042-202-0343 http:://www.gakuenzaka.com
E-mail:gakuen.zaka.studio@gmail.com
入れて活動を広げようとしています。
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