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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 2016

「進歩」再考—その先の私—

あさやけアート・フェスティバル 2016
こころいろ
【日時・場所】７月１５日（金）〜１９日（火）

【日時】毎週木曜日 13:00〜14:30
７月２１日 小川徹氏（MARK STYLER 株式会社管理
本部法務部法務課長、Fashion Law Institute Japan 研
究員）「ファッションロー〜ファッション（モノ作り）
を守る知的財産権〜」
【参加費】無料
【場所】津田塾大学小平キャンパス特別教室
＊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

ルネこだいら展示室 11:00〜19:00（19 日は 15:00 まで）
なかまちテラス内 CAZECAFE なかまち 11:00〜17:00
【参加費】無料
【主催】あさやけアートフェスティバル 2016 実行委員会
【問合せ】事務局 あさやけ鷹の台作業所
☎042-346-2167

＊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。

第 182 回

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

16 ミリ映画をみる会

◆「あたらしい憲法のはなし」
71 年前 未来を拓くために固めた不戦の決意 原点に
戻り考えよう（85 分、VHS）
◆「轍—わだち」 社会教育活動を考える（60 分）
【日時】７月１６日（土）18:30〜
【場所】小平市中央公民館
【参加費】資料代 300 円（小・中学生無料）
【問合せ】関根☎042-342-3435

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。

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）
８月１６日（火）14:30〜津田公民館（500 円）
１７日（水）11:20〜小川町２丁目児童館
１９日（金）10:30〜大沼地域センター
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

小平市市民活動支援公募事業

地球永住がっこう

夏休みこどもかげえワークショップ
昆虫観察会などで、いきもののつながりを体験しまし
ょう。こどもたちの感性でかげえを作り、練習して「夜
の林のかげえ」につなげます。おとなもこどもも歓迎！
【日時・内容】
▼観察会：７月１７日（日）10:00 小平中央公園
どんぐり林集合。雨天時は小川公民館。虫よけ、飲み
物、あれば双眼鏡をお持ち下さい。
８月１１日（木・祝）19:00 小平中央公園どんぐ
り林集合。大雨中止。お子さんは保護者同伴、懐中電
灯をお持ち下さい。
▼かげえワークショップ：７月２８日（木）14:00
〜16:00、８月１８日（木）13:00〜16:00
場所はいずれも小川公民館
▼夜の林のかげえ上映会：８月２７日（土）18:00
どんぐり林に集合、19:00〜上映 雨天の場合は小川公
民館。
いずれも【定員】20 名（先着、要申込）
【参加費】無料
【申込】連絡先、参加できる日、子どもの場合は年齢
をお知らせください。
【主催】地球永住計画
【問合せ】リー E-mail:satoko.lee@gmail.com
オガワ ☎090-2439-7976

さよなら原発オール小平をめざす

ビデオを見る会
『巨大災害・日本に迫る脅威〜地震列島・見えてきた
リスク』（49 分）『原発と原爆〜日本の原子力と米国の
陰』
（70 分）
【日時】７月２４日（日）13:00〜
【場所】小平市中央公民館ホール
【参加費】無料
【主催】さよなら原発オール小平をめざす会
【問合せ】
立橋☎042-341-5661、tatehasi2009@yahoo.co.jp
村瀬☎090-4947-5393、ymurase@kce.biglobe.ne.jp

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〜

７月２５日、８月２９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
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司書と先生がつくる学校図書館

ンサート、子どもの広場、出張あそぼうかいなど、無
料のコーナーも盛りだくさん！
【申込・問合せ】NPO 法人小平こども劇場
☎＆Fax 042-347-7211
http://www.ab.auone-net.jp/~gekijyo/

〜学校教育の充実をめざして〜
講師：福岡淳子さん（中野区立小学校図書館司書）
【日時】７月３０日（土）13:30〜15:30
【場所】小平市中央図書館視聴覚室
【参加費】無料
【定員】80 名（先着順、未就学児の入場はご遠慮下さい）
【主催】小平市子ども文庫連絡協議会、小平市教育委員会
【問合せ】小平市中央図書館 ☎042-345-1246

◆

も

◆

【日時】７月１９日（火）10:30〜14:30
【場所】小平市鈴木公民館
【参加費】100 円（お茶とお菓子付き）
★企画講座★家庭でできる！夏の皮膚トラブル対処法
〜天然ハーブをつかった、体にやさしいホームケアを
学びます。11:00〜12:00 参加費 300 円 下記の申し
込みフォームよりお申込みください。
https://ssl.form-mailer.jp/fme/28057639432356

19:15〜21:15

■ ７月３０日 坂田明講演とサックス演奏の
会 「ミジンコから世界、宇宙を考える」
【参加費】前売り 600 円、当日 1,000 円
【場所】ルネこだいら

■ ８月２０日
新しいかたち」

ど

ママが元気になる広場 こだはぐカフェ

地球永住計画 連続講座
【日時＆内容】いずれも土曜日

子

平田オリザ講演会「この星の

きららの予定

【参加費】資料代 500 円
【場所】ルネこだいら
いずれも【主催・問合せ】関野吉晴研究室
E-mail:chikyueiju@gmail.com

（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）

７月２２日（金）ベビー中央 (中央公民館保育室)
２５日（月）だっこ（中野産婦人科医院）
２６日（火）はなこ（鈴木公民館音楽室）
８月 ２日（火）11:00〜12:30 白梅(白梅学園大学)
２２日（月）だっこ（中野産婦人科医院）
２３日（火）はなこ（鈴木公民館）
２６日（金）ベビー中央 (中央公民館)

憲法カフェ＠なかまちテラス
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】いずれも土曜日 13:30〜16:00
７月３０日、８月２７日、９月２４日
【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

＊篠原まりさんによる絵本タイム

【申込み・問合せ】NPO 法人子育てサポートきらら
☎042-345-8262 E-mail:kirara_0305kodaira@yahoo.co.jp
小平市市民活動支援公募事業

ユネスコ・ジャズコンサート 2016

すもうあしあ〜と

横田米空軍太平洋音楽隊＝アジア ジャズビックバンド

ワークショップ

土俵がキャンバス！ 足のウラに絵の具を塗って相撲
を取ってゆき、皆で世界に１つのあしあ〜とを創ろう
【日時】７月３０日（土）10:00〜11:30
【場所】小平市中央公園内 野球場バックネット裏ゲ
ートボール場 ＊雨天の場合は武蔵野美術大学体育館
（変更になる場合あり）
【対象・定員】５歳〜小学６年生 ２０名
【参加費】ひとり100円
【持ち物】汚れてもよい服装、帽子、タオル、飲み物等
【申込】７月２４日（土）までに問合せ先アドレスへ。
【主催・問合せ】あ〜と寺子屋
E-mail:artterakoya@gmail.com

【日時】８月２５日（木）18:30〜
【場所】ルネこだいら中ホール
【参加費】1,000 円 全席自由。チケットはルネこだい
らチケット各ンターで販売 ☎042-346-9000
【主催】小平ユネスコ協会
【問合せ】事務局 西村☎090-3800-4711

小平こども劇場
◆2016ルネこだいら夏休みフェスタ
【日時】８月２８日(日)9:45〜17:00
【場所】ルネこだいら全館
【内容】★印は有料、他は無料（大ホールは要整理券）
ミュージック・スクウェア吹奏楽コンサート（大ホー
ル）、★オペラ『ヘンゼルとグレーテル』（中ホール）、
★セリフのないお芝居「おおきいねずみとちいさいねず
み」、ジャズコンサート（以上２件はレセプションホー
ル）の他、小平こども劇場コーナーやクラウンショー、
多摩六都科学館コーナー、お楽しみプロムナード・コ

第６回

小学校教育フォーラム

情報モラル教育（ネットリスク教育）指導
の実践講座
〈講座内容〉●10:00〜12:00 講演「子どもの発達の
視点からみたネットリスクの現状」 ●13:00〜14:00
講演「SNS 東京ルールの作成に至った経緯と大事にした
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【日時】原則毎月第３土曜日、いずれも13:00〜17:00

い考え方」 ●14:10〜15:00 パネルディスカッショ
ン「情報モラル教育とルールの果たす役割」 ●15:00
〜16:30 実践講座「プレゼン資料を改良し、グループ
でプレゼン練習」
【日時】７月３０日（土）10:00〜16:30
【場所】白梅学園大学
【対象・定員】教育関係者 80 名 ＊一般市民の参加も可。
【参加費】3,000 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

◆

シニア

７月１６日、８月２０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３回 （１）毎日の生活で使える心理療法（理論）
（２）「損得計算」と「行動実験」（実習）
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】７月２０日（水）10:00〜12:00
【場所】小平市福祉会館第３集会室

◆

はじめてのパソコンサークル

◉若者の社会参加を支援する「大学生と市民との夏
期TALKプロジェクト」

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。
７月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
８月 ２日 9:30〜12:00 あすぴあ会議室
９日 13:30〜16:00 あすぴあ会議室
１６日 9:30〜12:00 中央公民館学習室４
２３日 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つの習慣を題材に、自分を変える習慣づくりについ
て新しい発見をしてみませんか。市民の方の参加をお
待ちしています。参加回数自由です。
【日時】８月２日（火）〜４日（木）10:00〜16:00
【場所】元気村あすぴあ会議室（初日は第１会議室）
【持ち物】弁当
上記２件はいずれも【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
＊この事業は真如苑助成事業です。

死別や離別で大切な人を失った悲しみ
わかちあいの会
かけがえのない人を亡くした方はもちろん、離婚や失
恋、その他の別れによって深い悲しみを抱えている方
ならどなたでも参加できます。
【日時】７月２４日（日）13:00〜
【場所】小平市中央公民館学習室２
【参加費】300円（茶菓子代として）
【申込】不要、直接会場へ。
【主催・問合せ】グリーフ・ピア・サポート小平
鈴木☎070-5574-7960
E-mail:grief_peer@yahoo.co.jp
http://blog.livedoor.jp/grief_peer/

熟年いきいき会
■みんなで唄おう 第 43 回「市民うたごえ祭り」
【日時】７月２８日（木）13:30〜15:30
【場所】小平市中央公民館ホール
【参加費】200 円（歌詞集代）予約不要、自由参加

■コミュニティカフェ「おしゃべりサロン」
【日時】８月４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、予約不要、自由参加

■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１７日（水）13:30〜16:00
【場所】小平市中央公民館講座室１
【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。予約不要。
以上３件の【主催】熟年いきいき会
【問合せ】太田 ☎＆Fax 042-341-8604

◆

福

祉

夏休み子ども手話体験教室
耳の聞こえない人（ろう者）から「手話」を学び、交
流しながら「ランプ」を作ります。
【日時】７月２４日（日）10:30〜15:00（昼食持参）
【場所】小平市津田公民館学習室３
【参加費】500円（材料費代）大人子ども同額
【対象＆定員】小学１年生以上（小１〜２は原則保護
者同伴）、大人だけでも可。30名
【申込】ファックスで住所、氏名、☎、学年をお知ら
せください。
【主催】小平手話サークル
【問合せ】事務局 古川 Fax. 042-345-1708

◆

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。
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小平おしゃべりの会
気軽におしゃべりしてみませんか。傾聴ボランティア
がお聴きします。ご都合の良い時間にどうぞ。入退室
は自由です。
【日時】原則最終火曜日 14:00〜15:30
７月２６日 ＊８月はお休み ９月２７日
【場所】小平市福祉会館談話室
【参加費】無料
【対象】小平市内および近隣にお住まいの方
【主催】傾聴ボランティアのつどい
【問合せ】小平市社会福祉協議会 こだいらボランテ
ィアセンター ☎042-346-1424

◆

〜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。
今年のテーマは「知ろう！見よう！学ぼう！ネパール」
【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

少子・高齢社会における多世代の共存・協働する社会
や地域の在り方を共に考えていきましょう。
【内容・日時・場所】▼実習：８月２６日（金）
9:00〜17:00 社会福祉法人江東園
▼講義：２７
日（土）10:00〜19:30 白梅学園大学
【参加費】15,000円
【申込】白梅学園大学地域交流研究センター
☎042-346-5636 E-mail:kikaku@shiraume.ac.jp

男女共同参画

◆

◆

〜26 年間の小金井の放射能測定から
講師：小豆川勝見氏（東京大学助教）
2011 年３月の福島第一原発の事故から５年が過ぎまし
たが、放射能汚染の事実は消えていません。事故直後
から現在まで継続して放射能汚染の測定・分析を行っ
てきた小豆川先生に、目で見ることができない放射能
汚染の可視化の重要性について語っていただきます。
【日時】７月２４日（日）10:00〜12:00
【場所】小金井市立貫井北センター学習室 A・B 室
【参加費】無料（事前申込不要、どなたでも参加可）
【主催】小金井市放射能測定器運営連絡協議会
【問合せ】香田☎042-384-0053
E-mail:koganei.sokutei@gmail.com
http://hosyanousokuteishitsu-koganei.jimdo.com/

◆

平和への探求 東アジア共同体
―今も輝くバンドン精神―
講師：河内研一氏（埼玉アジア・アフリカ・ラテンア
メリカ連帯委員会理事長）
【日時】８月７日（日）13:30〜15:30
【場所】小平市中央公民館 視聴覚室
【参加費】無料
【問合せ】坂口 ☎042-325-2339

環境

他市の情報

見えない放射能汚染を可視化する

小平市女性のつどい 平和学習講演会 つたえたいこといっぱい

◆

◆

身近にできる国際協力ひろば

世代間交流コーディネーター養成講座

◆

国際協力

◆

TVAC 主催

小平市いきいき協働事業

ききマネ講座

NPO のお金

工作セミナー
段ボールでソーラークッカーを作ろう

〜NPO を取り巻くお金（会費・寄付金・助成金）の基礎〜
NPO やボランティアグループにとって、活動を支える資
金づくりは悩みのタネです。今回の講座では、NPO を取
り巻く「お金の特徴」や「助成金の基礎」を確認し、
団体や活動スタイルにあった「お金」について一緒に
考えます。６月開催分が好評につき追加開催決定！
講師：森玲子さん（東京ボランティア・市民活動セン
ター相談担当専門員）他
【日時】７月２７日（水）18:30〜21:00
【場所】東京ボランティア・市民活動センター会議室
（飯田橋セントラルプラザ 10 階）
【参加費】1,500 円（テキスト代込み）
【問合せ】東京ボランティア・市民活動センター
（相談担当）☎03-3235-1171 Fax 03-3235-0050

太陽の熱だけでお湯が沸かせたり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。夏休みの工作・研究に役
立ちそう！
【日時】７月２１日（木）13:00〜16:00
【場所】小平市民活動支援センターあすぴあ会議室
＊雨天決行。晴れていれば屋外で実演もします。
【定員】20 人（親子での参加可能）
【参加費】1,300 円（材料費含む）
【持ち物】はさみ、500 ㍉リットル程度のペットボトル
【主催】NPO 法人こだいらソーラー、小平市
【申込】18 日（月）までに問合せ先へ。
【問合せ】西村☎090-4820-0756
E-mail:kodaira.solar@gmail.com
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