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水と地形を知る

✐

急な変更の可能性や定員に達している
場合もありますので、ご確認ください。

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

「武蔵野台地の地形と水」
「水のはなし」の２つの講座
を開催します。
【日時】３月１４日（火）13:30〜15:45
【場所】国土交通大学校（喜平町 2-2-1）
【定員】100 名
【参加費】無料
【主催】国土交通省国土交通大学校
【申込・問合せ】国土交通大学校 総務部総務課
☎042-321-1541（平日 9:00〜17:00）
E-mail:col-spring@ml.mlit.go.jp

３月２５日、４月２９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

第19回チャリティ古本市
純益金は、小平市立図書館や東日本大震災の被災地図
書館に寄付します。あなたの読み終わった本を寄付し
て下さい（ただし、週刊誌類、古い百科辞典、CD・カ
セットテープを除く）。無料引換券を進呈します。
【日時】３月２５日（土）10:00〜17:00
２６日（日）10:00〜15:00
【場所】小平市中央公民館ギャラリー
★寄付本収集日：３月２２日（水）〜２４日（金）
10:00〜16:00 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☎090-1707-0860

16 ミリ映画をみる会

モダン・タイムス
1936 年 アメリカ映画 87 分
〈作品紹介〉チャールズ・チャップリンが監督・製作・
脚本・作曲を担当した彼の代表作のひとつ。資本主義
社会や機械文明を痛烈に風刺した作品で、労働者個人
の尊厳が失われ、機械の一部分のようになっている世
の中を笑いで表現している。
【日時】３月１８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

おだまきの春〜さんぽへ行こう〜
さき織りのバッグや小物などを販売。今展は散歩にち
なんだ新作商品も取り揃えています。
【日時】３月３０日（木）〜４月４日（火）
11:00〜18:00（最終日のみ17:00まで）
【場所】ギャラリーゆりの木（国立市東1-15-20）
【問合せ】社会福祉法人つむぎ おだまき工房☎＆
Fax042-341-7107

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。

３月１９日（日）11:20〜小川町二丁目児童館
２６日（日）13:30〜永田珈琲（珈琲付 1,000 円）
２９日（水）11:00〜天神地域センター
４月 ８日（土）11:20〜小川町二丁目児童館
１４日（金）14:30〜津田公民館（500 円）
２８日（金）13:30〜永田珈琲（珈琲付 1,000 円）

小平こども劇場
高坂さとし一人語り「いのり～チェルノブイリから
フクシマへ～」
語りⅠ「カリーナのりんご～チェルノブイリの森」
語りⅡ「原発難民の詩」
アート企画陽だまりの高坂氏による朗読劇。3.11を忘
れないために、親子で話すきっかけにしてください。
【日時】４月４日(火)１ステージ 15：00開演
２ステージ 19：00開演
【場所】ルネこだいらレセプションホー ル
【参加費】大人1800円 学生1000円 子ども（6-17歳）
800円 ＊５歳以下は入場できません。
【申込・問合せ】NPO法人小平こども劇場
☎＆FAX 042-347-7211
E-mail:kodaira.kodomo.2016@soleil.ocn.ne.jp
http://www.ab.auone-net.jp/~gekijyo/index.html

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

うたごえ 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
の地域に住んでよ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】⦿毎月第三火曜日 13:30〜15:30

３月２１日、４月１８日
⦿毎月最終月曜日

報

【参加費】500 円
【問合せ】村瀬☎042-344-5985、荻島☎042-345-4403

◆

〜武蔵野台地の成り立ち・地形・水〜

第 188 回

情

18:30〜21:00

３月２７日、４月２４日
【場所】小平元気村おがわ東第２会議室（予定）
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◆

第５回 自作映像発表会
小さな笑いあり涙ありの全 16 作品を上映します。
【日時】４月２８日（金）13:00〜16:00
【場所】ルネこだいら中ホール
【参加費】無料
【主催】映像勉強会あじさい
【問合せ】陣野☎042-332-0902、朝川☎04-2992-6327

きららの予定

図書館への来館が困難な 65 歳以上で要介護３以上の市
民の方に、図書館の職員またはボランティアの方が図
書館の本を自宅へ宅配します。なお、サービスを受け
るには利用者登録が必要です。
【宅配日】毎月第二木曜日 10:30〜12:00,13:30〜
15:00 の間で都合のよい時間
【貸出冊数】図書・雑誌 10 冊まで、CD・カセットテー
プ 8 点まで（CD は３点まで）＊ただし、重さ・大きさ
等により冊数を調整させていただくことがあります。
【貸出期限】翌月の宅配日まで（回収に伺います）
【受付】小平市中央図書館サービス担当
☎042-345-1246

E-mail:kirara_0305kodaira@yahoo.co.jp

自由あそびの会〜林でロープ遊び〜
【日時】３月１９日（日）10:00〜16:00 頃
出入り自由
【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 円以上お願いします
（保険代を含む）
【持ち物】タオル、水筒など自分が必要なもの。
【主催】NPO こだいら自由遊びの会
【当日の連絡先】足立 ☎090-1771-7431
http://plaza.rakuten.co.jp/kodairaplaypark/

あなたの才能を地域で活かしませんか

アーティストバンクこだいら登録者募集
地域人材の活用と地域の活性化に貢献していくことを
目的に、登録者を募集します。今後、登録アーティス
トとしてデータベース化し、財団事業への出演依頼、
市内イベントへの紹介に活用します。第１弾企画とし
て、８月２７日（日）開催の『2017 ルネこだいら夏休
みフェスタ』への出演者を選考します。
【応募資格】下記内容の活動を行っている団体または
個人。プロ・アマは問いません。①楽器演奏やコーラ
ス・声楽 ②バレエ、ダンス、舞踊 ③演劇、一人芝居、
朗読 ④大道芸、パントマイム、ジャグリング、マジッ
ク、落語などの演芸 ⑤地域の伝統芸能 ⑥その他
【応募方法】登録申請書、写真、音源（CD または DVD）
を下記まで送付または持参してください。提出後、簡
単な審査を行い、登録の可否を決定します。登録は無
料です。
【問合せ】ルネこだいら「アーティストバンクこだい
ら」募集係 ☎042-345-5111
http://www.runekodaira.jp/announce/30157.html

ひ と

男女共同参画

◆

（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）
３月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)
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）
【申込み・問合せ】NPO 法人子育てサポートきらら
☎042-345-8262

図書館宅配貸出サービス

◆

子ども

こだはぐカフェ＠鈴木公民館
【日時】３月２１日（火）10:30〜14:30
【場所】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）
◆３月のお楽しみ企画は…11:00〜12:00 助産師さんと
のお話会「離乳食や卒乳について」講師：権田倫子さ
ん（「ほっとスペース上水の家」助産師）参加費 100 円、
定員 15 名（要申込）
【主催】小平はぐくみプロジェクト
【問合せ】橋本☎090-5526-2944
E-mail:contact@kodahug.com
http://kodahagu.com/

オープンカフェふたば
テーマ「社会的養護と地域のつながり」
社会的養護を巣立った子どもたちの多くが、社会との
ギャップの中で不安や孤立を感じてしまっているとい
う現状があります。今回はゲストに、施設を退所した
若者が気軽に立ち寄れる場を目指し、
「café シモキタト
ナリ」を立ち上げた、元児童養護施設職員の武石和成
さんをお招きし、社会的養護と地域とのつながりにつ
いて考えます。
【日時】３月２５日（土）14:00〜16:00
【場所】二葉むさしが丘学園（小平市鈴木町 1-62-1）
【定員】20 名（要申込、先着）【参加費】無料
【主催・申込・問合せ】二葉むさしが丘学園
☎042-344-9911
E-mail:m.takemura@futaba-yuka.or.jp

◆

ひ と

女と男の市民活動（発表と交流）
〈内容〉約 30 団体が日頃の活動を展示発表する他、ミ
ニバザーやぶつぶつ交換、立体おり紙体験やカフェな
どもあります。
【日時】３月１８日（土）9:00〜17:00
１９日（日）9:00〜16:00
【場所】小平市中央公民館ギャラリー
【主催】小平市女性のつどい
【問合せ】関谷☎090-7902-1645
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◆

シニア

◆

◆

はじめてのパソコンサークル

もっと暮らしやすい小平に そうだ！行ってみよう…
【日時】３月２８日（火）19:00〜20:45
【場所】小平市中央公民館ホール
【定員】180 名
＊手話通訳付き
【参加費】無料
【保育】あり（要予約）
【主催】政治・知りたい、確かめ隊
【問合せ】森野☎090-8043-2148
E-mail:seijishiritai@gmail.com

◆

体験＆実演
「健康を呼ぶ！スポーツ吹き矢」
講師：田中清春さん
【日時】３月１５日（水）13:30〜16:00
【場所】小平市福祉会館第一集会室
【参加費】資料・お茶代 200 円（会員 100 円）

祉

◆

◉「７つの習慣」学習会 10回シリーズ
第１回「リーダーシップ教育について」〜一人ひとり
の潜在能力を解き放つ新しい時代の人生哲学について
学んでみませんか。
【日時】４月５日（水）10:00〜12:00
上記２件とも
【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・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。

♪みんなで唄いましょう♪
第４7 回「市民うたごえ祭り」
【日時】３月２３日（木）13:30〜15:30
【場所】小平市中央公民館ホール
【参加費】200 円

コミュニティーカフェ
「おしゃべりサロン」
【日時】４月６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）
以上３件はいずれも予約不要、自由参加
【主催】熟年いきいき会
【問合せ】太田 ☎＆Fax 042-341-8604

境

福

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１０回「社交不安障がいの認知行動療法」
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】３月１５日（水）10:00〜12:00

熟年いきいき会

環

◆

市民がつくる
小平市長選挙立候補予定者の公開討論会

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、マウスと電
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。
３月１４日 13:30〜16:00 あすぴあ会議室
２１日 9:30〜12:00 中央公民館学習室４
２８日 9:30〜12:00 あすぴあ会議室
４月 ４日 9:30〜12:00 中央公民館学習室４
１１日 13:30〜16:00 あすぴあ会議室
１８日 9:30〜12:00 中央公民館講座室２
２５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/

◆

まちづくり

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。
【日時】原則毎月第３土曜日、いずれも13:00〜17:00

◆

３月１８日、４月１５日

ソーラークッカー活用術セミナー

【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☎090-9962-9806

太陽の熱と電気でダブルクッキング
〜かるぴか・ダンボールクッカーを使ってみよう〜
【日時】３月２５日（土）11:00〜13:30
【場所】小川工営（学園西町 1-37-31）こだいらソーラ
ー市民発電所１号機設置場所
【参加費】500 円（軽食付き）
【定員】15 名（申込先着順）
【申込・問合せ】NPO 法人こだいらソーラー
☎090-4820-0756 Fax 042-462-3936
E-mail:kodaira.solar@gmail.com

春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「美味しいもの」を作ります。
【日時】３月２６日（日）10:30〜15:00
【場所】小平市中央公民館地下実習室
【対象・定員】小学１年生以上、30名（小１〜小２は
4

原則保護者同伴。大人だけでも可。定員になり次第〆切）
【参加費】500円（子ども大人同額）
【主催】小平手話サークル（協力 小平市聴力障害者
協会）
【申込・問合せ】事務局 古川 Fax 042-345-1708

◆

健

康

【定員】200 名、事前申込不要、手話通訳付き
【共催】東京三弁護士会多摩支部・一橋大学法学研究科
【問合せ】東京三弁護士会多摩支部事務局
☎042-548-3800

知りたい、参加したい
災害に関わるボランティア活動

◆

「まだ被災地の支援って必要なの？」「広域避難っ
て？」
「今からできる活動ってあるの？」ボランティア
活動初心者向けに、災害をテーマにボランティア説明
会と相談会を行います。
【日時】３月１９日（日）14:00〜16:30
【場所】東京ボランティア・市民活動センター
【参加費】500 円
【定員】30 名（先着順）
【主催・問合せ】東京ボランティア・市民活動センター
☎03-3235-1171 Fax03-3235-0050

健康麻雀の講演会＆入門講座の説明会
〜健全なゲーム、賭けないマージャンの楽しみ方〜
健康マージャンの提唱者・井出洋介プロに、賭けない
マージャンの歩みと健全性を講演していただきます。
合わせて、マージャンを基礎から正しく学ぶ入門講座
の説明会を開催します。
【日時】４月１３日（木）14:00〜16:00
【場所】小平市中央公民館ホール
【参加費】200 円
【定員】180 名
【主催】小平いきいき健康マージャン
【協力】NPO 法人健康マージャン A 空間
【申込・問合せ】事務局☎042-207-0693
＊本講座は５月１１日スタートの第２・第４木曜日、
女流の小宮山一美プロが初心者に優しく教えます。

◆

市外のイベント

https://www.tvac.or.jp/forms/applyform.cgi?id=788

シンポジウム

〜住民も NPO も“育つ”復興支援のあり方〜
日本 NPO センターが岩手、宮城の NPO３団体とともに行
った実践報告に加え、パネルディスカッションでは、
被災地の住民と NPO が自らの力を伸ばしていくエンパ
ワメントの視点に立った支援について NPO・中間支援組
織・企業の立場から考えます。
【日時】３月２２日（水）14:00〜17:00
【場所】TKP 東京駅前カンファレンスセンター５階カン
ファレンスルーム５A（中央区八重洲 1-5-20 石塚八重
洲ビル 5 階）
【対象・定員】企業の社会貢献事業担当者、NPO 支援組
織、関心のある方、30 名
【参加費】無料
【主催】NPO法人日本NPOセンター、NPO法人＠リアスNPO
サポートセンター、NPO法人陸前たがだ八起プロジェク
ト、NPO法人ウィメンズアイ
【申込・問合せ】NPO法人日本NPOセンター☎03-3510-0855
Fax 03-3510-0856 E-mail:shinsai01@jnpoc.ne.jp

◆

白熱教室 in 多摩・一橋大学
18 歳から選挙ができるようになりましたが、
「どうせ自
分の１票で社会なんか変わらないよ」と思っていませ
んか？社会や民主主義にとって選挙とはどのような意
味を持っているのでしょうか。若者も大人も一緒に「選
挙」の可能性を考えてみませんか。
第一部：岸井成格さんと高校生・大学生 50 人の白熱バ
トル「18 歳選挙権で社会は変えられるか？」 第二部：
只野雅人教授の講義「憲法からみた 18 歳選挙権」
＊講師は都合により変更となる可能性があります。
【日時】３月１９日（日）13:30〜17:00
【場所】一橋大学国立西キャンパス本館２階２１番教
室（国立市中 2-1）
【参加費】無料
平成 29 年度小平市市民活動支援公募事業

復興の先を見据えた支援

小平を元気にする事業を応援します！

公益的な自主事業の経費を一部補助します。平成 28 年度は９団体がこの制度を使って活動をさらに広げました。
迷っている方もまずはご相談ください。
【補助金額】◆立ち上げ団体コース（活動期間３年未満の団体）：補助対象経費の全額（上限 10 万円）
◆一般団体コース（活動期間１年以上の団体）：補助対象経費の２分の１（上限 30 万円）
【募集要項・申込書の配布】3 月 17 日（金）から
市民協働・男女参画推進課（市役所１階）、市民活動支援センターあすぴあ（元気村おがわ東２階）で配布します。
＊市のホームページからもダウンロードできます。
【〆切】4 月 14 日（金）
★説明会：3 月 24 日（金）14:00〜 市役所 5 階 502 会議室 申込みは 3 月 23 日（木）までに問合せ先へ
【問合せ】市民協働・男女参画推進課☎042-346-9809
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