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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。

☎090-2439-7976

ユネスコ・ジャズコンサート 2016
横田米空軍太平洋音楽隊＝アジア ジャズビックバンド

サロンミニコンサート

【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
らチケットカウンターで販売 ☎042-346-9000
【主催】小平ユネスコ協会
【問合せ】事務局 西村☎090-3800-4711

《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。

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）

憲法カフェ＠なかまちテラス

９月 ７日（水）11:20〜小川町２丁目児童館
２５日（日）13:00〜津田公民館（500 円）
２８日（水）13:30〜永田珈琲（珈琲付 1,000 円）

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
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

【問合せ】バイオリンの音を楽しむ会（黒澤）
☎&Fax 042-341-3457
第 183 回

情

16 ミリ映画をみる会

オズの魔法使い
〈作品紹介〉美しい色彩と、軽快なうたや踊りが盛り
だくさんなファンタジーミュージカルの傑作。1939 年
制作 102 分
【日時】８月２０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

小平こども劇場
◆2016ルネこだいら夏休みフェスタ
夏の思い出にルネこだいらを丸ごと使って
一日「観て・聴いて・あそぼう！」
【日時】８月２８日(日)9:45〜17:00
◇ﾚｾﾌﾟｼｮﾝﾎｰﾙでは…10:30～11:15
小さい人から楽しめる、せりふのないお芝居 「おおき
いねずみとちいさいねずみ」（劇団そらのゆめ公演）
【参加費】全席自由 1500 円(3 歳から有料)
◇中ホールでは…13:30〜15:00 オペラ「ヘンゼルと
グレーテル」（アーツ・カンパニー制作）
【参加費】大人 3000 円 子ども(3 歳～高校生)2000 円
以上２件の【申込】ルネこだいらチケットカウンター
☎042-346-9000

地球永住計画 連続講座
【日時＆内容】いずれも土曜日
■８月２０日 19:15〜21:15

平田オリザ講演会「この星の新しいかたち」
■９月１７日 14:00〜16:10
養老猛司講演会「虫から人間社会を見る」ほか
いずれも【場所】ルネこだいら中ホール
【定員】420 名、先着順
【参加費】資料代 500 円
【主催・問合せ】関野吉晴研究室
E-mail:chikueiju@gmail.com

◆ここりん「わくわく絵本探検隊」
アフタフ・バーバン表現あそびワークショップ
絵本を題材に親子で楽しくあそびあいます。
【日時】９月１５日(木)10:00〜12:00
【場所】学園西町地域センター
【対象・定員】０〜３歳（未就園児）とその保護者
【参加費】親子で 500 円
【問合せ】NPO 法人小平こども劇場
☎＆Fax 042-347-7211
http://www.ab.auone-net.jp/~gekijyo/

小平市市民活動支援公募事業

地球永住がっこう

「夜の林のかげえ」上映会
子どもたちが夏休み中に行ったワークショップで体験
したことを絵に落とし込み、15 分程度の作品に仕上げ
ました。どなたでも観に来て下さい。
【日時】８月２７日（土）19:00〜上映
【場所】小平中央体育館東の雑木林
＊雨天の場合は小川公民館。
【参加費】無料
【主催】地球永住計画
【問合せ】リー智子 E-mail:satoko.lee@gmail.com

ものもの資本主義 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】８月２９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）
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【日時】９月１１日（日）10:00〜14:30
【場所】小平市中央公民館 レクリエーションホール
【対象】4〜6 歳の子ども（未就学児）とその保護者
12 組 ＊ごきょうだい連れをご希望の方はお知らせください。
【参加費】1 組 500 円
【主催】はなこ哲学カフェ いどばたのいどほり
【申込・問合せ】hanakophilosophycafe@gmail.com

【持ち物】生もの、大型のものを除く、家庭にある品物１品
【主催】インドな人口問題を考える会
【問合せ】☎042-308-0903

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〜

◆

８月２９日、９月２６日

ど

も

◆

きららの予定

【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

（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）

８月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)

合唱構成劇 武蔵野の歌が聞こえる
武蔵野を協同の大地に変えた川崎平右衛門
【 日 時 】 ９月２日 （ 金 ） 19:00 、 ３日 （ 土 ）
14:00/19:00、４日（日）14:00、５日（月）19:00、
６日（火）14:00/19:00、７日（水）19:00

＊篠原まりさんの絵本タイム

９月

６日（火）11:00〜12:30 白梅(白梅学園大学)
８日（木）だっこ（中野産婦人科医院）

◉絵本と育ばな ちょこっとわらべうた

９月

【場所】現代座ホール（小金井市緑町5-13-24）
【定員】各回80名（予約制）
【参加費】大人3,000円、小中高生1,000円
【問合せ】NPO現代座事務所 ☎042-381-5165
FAX042-381-6987 http://www.gendaiza.org/

１日（木）10:30〜12:00

きらら事務所（美

園町 1-12-24 パールハイツ 102）
【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
こだいら自由遊びの会

2016「平和のための戦争展・小平」

森で遊ぼう！！ ２０１６

〜戦争のない世界をめざして〜
【日時】９月２日（金）〜４日（日）10:00〜17:00
【場所】小平市中央公民館ギャラリー
◆特別企画：４日（日）13:30〜 ２階ホール
荒井潤さん講演会「憲法９条の発案者は幣原喜重郎だ
った」
【主催】2016「平和のための戦争展・小平」実行委員会
【問合せ】西村☎090-7948-7599
小平図書館友の会

子

みんなの大好きな林、いつまでも
【日時】８月２４日（水）〜２８日（日）10:00
〜17:00、出入り自由、小雨決行
【場所】小平中央公園体育館裏の林
【参加費】無料（カンパ１人 100 円〜）
【落ち物】水筒、タオル、着替え、虫除け、お弁当、
レジャーシート、かき氷のお金など、自分が必要なも
の。汚れてもいい服で来てね。
【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

講演会

広辞苑編集 よもやまばなし
ー国語辞典の編集からみた、ことばの移り変わりー
講師：平木靖成さん（辞典編集者）
【日時】９月１１日（日）13:30〜15:30
【場所】小平市中央図書館３階視聴覚室
【参加費】無料
【定員】80 名、先着順、当日会場へ
【主催】小平市図書館友の会
【問合せ】事務局 伊藤☎090-1707-0860

第 10 回白梅子ども学講座

子どもの最善の利益を問う
〜子どもの権利条約を深める〜
【日時・内容】いずれも 13:00〜17:00
９月３日（土）歴史と内容「子どもの権利条約、
その歴史と内容」「子どもの権利条約をどう伝えるか」

１０月２９日（土）、２０１７年２月４日（土）

小平市市民活動支援公募事業

言葉 カラダ あそぶ
親子をつなげる新感覚ワークショップ
つながりたいのに、つながれない。親子の間に立ちは
だかるそうした壁を、言語を含む身体的な交流を通し
て柔らかくストレッチする哲学ドラマワークショップ。
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もあります。
【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

◆

シニア

1-46）
▼講義：２７日（土）10:00〜19:30 白梅学園大学
【参加費】15,000円【定員】50名
【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
http://daigaku.shiraume.ac.jp

◆

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。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。
８月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
９月 ６日 9:30〜12:00 中央公民館講座室２
１３日 13:30〜16:00 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 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/

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〜

◉「７つの習慣」学習会１０回シリーズ
第４回「依存から自立へ」自立を効果的につくる３つ
の習慣（主体性、目的を持つ、重要事項を優先）につ
いて一緒に学んでみませんか。
【日時】９月７日（水）10:00〜12:00
◉認知行動療法実践（中級）講座（10回シリーズ）
第４回「認知行動療法の技法」〜行動活性化、エクス
ポージャー、行動実験について
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２１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。

熟年いきいき会
■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（会員 100 円）
＊伴侶のある方の参加はできません。予約不要。

■コミュニティカフェ「おしゃべりサロン」
【日時】９月１日（木）13:30〜16:00

健康マージャン・女性初心者講座説明会

【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）

〜健全なゲーム、賭けないマージャンの楽しみ方〜
女性に大好評の健康マージャンを基礎から正しく学ぶ
講座の説明会。合わせて,賭けないマージャンの歩みと
健全性をお話しし、本講座の開催会場を見学します。
【日時】９月７日（水）10:30〜11:30
【場所】国分寺 L ホール（駅ビル８階）
【参加費】無料 ＊10/5 スタートの本講座は有料です。
【定員】女性初心者 20 名（申し込み順）
【主催】NPO 法人健康マージャン A 空間
【問合せ】原☎090-8890-5305

■体験談 〜病魔は突然襲ってくる〜
「脳腫瘍から奇跡の生還」体験者：太田史郎（当会代表）
【日時】９月１４日（水）13:30〜16:00
【場所】小平市中央公民館学習室４
【参加費】200 円（会員 100 円）
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

◆

喫茶〈サタデーひだまり〉

小平市市民活動支援公募事業

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

あたまスッキリ 脳活性化ケアゲーム
ゲームリーダー養成講座の中でゲーム体験教室を開催
します。
【日時・内容】９月１７日（土）
◆ゲーム体験教室 10:00〜12:00
楽しみながら脳を活性化しましょう。
【定員】10 名
【参加費】500 円
◆ゲームリーダー養成講座 9:10〜17:00
ゲームを通して私たちと一緒に活動していただける方
【定員】10 名
【参加費】1,000 円 別途テキスト代（1,300 円程度）
が必要です。＊昼食はご持参ください。
【場所】いずれも小平市中央公民館講座室２

８月２０日、９月１７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

世代間交流コーディネーター養成講座
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（江戸川区江戸川
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第３回みんなでつくる音楽祭 in 小平
出演者・団体募集！

【主催】ライフデザインむすび
【問合せ】若生☎＆Fax 042-343-7936
E-mail:musubi011@office.zaq.jp

◆

男女共同参画

音楽のジャンルも、障がいの有無も、世代も国籍も、
すべての境界を越えて市民が一緒になって音楽を楽し
む“ボーダレス”な音楽イベントを、今年も１２月３
日（土）に開催します。
【〆切】８月３１日（水）
【応募方法】①公民館で配布しているエントリーシー
トに記入の上、中央公民館へ持参・郵送・Fax
②エントリーシートのスキャン画像または必要事項を
以下へ。E-mail:kodairaongakusai@gmail.com
③音楽祭ホームページ（http://kodairaongakusai.jp）
にアクセスし、応募フォームから。
【主催】「みんなでつくる音楽祭 in 小平」実行委員会
【問合せ】中央公民館 ☎042-341-0861

◆

小平市女性のつどい講演会

拡がりつつある格差社会
あなたはどう思いますか？
講師：湯浅誠さん
子ども・若い世代・高齢者など、いま社会全体に格差
が拡がりつつあります。この「生きづらさ」を乗り切
るためのヒントを聞いてみませんか。
【日時】９月１１日（日）10:00〜11:50
【場所】小平市中央公民館ホール
【参加費】資料代 100 円
【定員】180 名（当日会場へ、先着順）
【保育】無料、要申込、就学前まで
【共催】小平市女性のつどい、女と男のひらくカフェ
【問合せ】小平市女性のつどい講演会実行委員会
☎080-6867-4399

◆

その他

中央公民館サークルフェア 2016
参加団体＆実行委員募集！
中央公民館で活動するサークルを体験会と展示会で紹
介します。この機会にサークル間のつながりづくりや
会員の募集をしませんか。職員と一緒にイベントを企
画・運営する実行委員も募集しています。
【日時・内容】
⦿展示会：１１月１日（火）〜６日（日）＊３日以外。
１日は 13:00 開場、６日は 16:00 まで。
⦿体験会：１１月５日（土）＆６日（日）
9:30～12:00、13:00～15:30
【場所】小平市中央公民館
【参加費】無料
【申込・問合せ】９月２０日(火)までに中央公民館へ。
☎042-341-0861 kominkan-koza@city.kodaira.lg.jp

◆

むさしまつり
模擬店・フリーマーケット、子どもや父母による出し
物、入園相談など、イベントが盛りだくさんです。
【日時】９月１１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
石川☎042-344-1324

地域のつながりづくり講座
ボランティアや市民活動など、地域コミュニティ活動に興味がある方を対象に、活動体験を含む講座を
開催します。ガイダンスを受け、いろいろな団体の中から希望や日程を調整して体験先を選べるので安
心です。
【場所】小平市中央公民館視聴覚室【定員】４０人【参加費】無料【保育】７人（8/19 まで要申込）
日時
第１回

９月

３日（土）

テーマ

内容

地域とのつながり

講座ガイダンス
基調講演（細江卓朗氏ほか）、グループワーク

何事も体験！

体験日程調整・申込
活動の心構え

体験中間報告会

中間報告と情報交換
体験追加申込

体験報告とこれからの私

体験報告とこれからについて

13:00〜16:00
第２回

９月

８日（木）

13:00〜15:00
第３回

１０月２９日（土）
13:30〜15:00

第４回

１２月１０日（土）
13:00〜16:00

講座まとめ

★本講座は、小平市民活動支援センターあすぴあ、小平市中央公民館、小平市社会福祉協議会、小平市
が協働で企画・運営しています。
【申込・問合せ】小平市市民協働・男女参画推進課市民協働担当 ☎042-346-9809、Fax 042-346-9575
E-mail:dd0030@city.kodaira.lg.jp
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