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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。

水野尊文氏
永井陽右氏（日本ソマリア青年機構代

表）

２５日

《1725 年製のストラディバリウスのバイオリン》

佐藤秀一氏
（東京海洋大学 海洋生物資源学部門教

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。

授）

４月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）
５月 ３日（水）14:30〜津田公民館（500 円）
１８日（木）13:30〜永田珈琲（珈琲付 1,000 円）
２０日（土）11:00〜中島地域センター
２１日（日）11:20〜小川町二丁目児童館

【場所】津田塾大学小平キャンパス特別教室
【参加費】無料、正門守衛所で住所・氏名等を記入
（満席の場合は入場をお断りすることがあります）
【問合せ】大学教務課☎042-342-5130
http://www.tsuda.ac.jp/

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

民生委員制度 100 周年・児童委員制度 70 周年
記念パネル展
民生委員・児童委員をもっと知っていただくために、
活動の様子をパネル展示し、相談コーナーを設けます。
小平市全域の地図であなたの町のご案内をします。
【日時】４月２５日（火）〜２８日（金）
10:00〜16:00（初日は 13:30〜、最終日は 15:00 まで)
＊25 日（火）14:00〜15:00 乳幼児親子対象に出張児
童館もあります。
【場所】小平市中央公民館１階ふれあいギャラリー
【参加費】無料
【主催】小平市民生委員児童委員協議会
【問合せ】小平市健康福祉部生活支援課☎042-346-9537

講演会

日本国憲法における
外国人の生活と権利について
「国民の要件」は日本国憲法で国籍として定められて
いますが、複雑な現代、移民・難民と無縁ではなさそ
うです。そこで、外国人の権利、特に在日朝鮮人の権
利はどうなっているか、この機会に学んでみませんか。
講師：吉田博徳氏（日朝協会・小平支部長）
【日時】４月１５日（土）14:00〜16:00
【場所】小平元気村おがわ東 第一会議室
【参加費】無料
【主催】萩山・小川団地九条の会
【問合せ】高橋☎042-343-8818

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

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。アコーディオン伴奏付き。
【日時】⦿毎月第三火曜日 13:30〜15:30

４月１８日、５月１６日
⦿毎月最終月曜日

憲法カフェ＠なかまちテラス

18:30〜21:00

４月２４日、５月２９日

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

【場所】小平元気村おがわ東第２会議室（予定）
【参加費】昼 300 円、夜 500 円
【問合せ】村瀬☎090-4979-5393

４月２９日、５月２７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

津田塾大学公開講座 総合 2017
テーマ「じぶん打破—『事実』を透かして見てみたら？」
この講座は学生のための正規授業ですが、市民の方々
との交流を願って公開しています。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・講師】毎週木曜日 13:00〜14:30
４月２０日 渡部清花氏
２７日 黒崎伸子氏（国境なき医師団日本前会

小平こども劇場
◆こどもまつり
Nなかまみんなで Pポカポカ陽気の公園で
Oおもしろいことしよう!!
春の１日、小金井公園で大人も子どもも思いっきり遊
びます。
【日時】５月７日（日）10：00～15：00

長）
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【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
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１回「相手が本音で話しやすくするための言葉や態
度を練習する」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】４月１９日（水）10:00〜12:00
【場所】小平市福祉会館第３集会室
【定員】10名
【参加費】無料

＊雨天の場合は14日（日）に延期。
【場所】小金井公園 つつじ山広場
【参加費】無料 どなたでも参加できます。
◆舞台鑑賞「いまからいえでにいってきます」
（劇団風の子九州公演）
４歳の男の子あっくんはこの頃ご機嫌ナナメ。赤ちゃ
んが生まれるからです。おじいちゃんの所に家出をす
るあっくんの、いろいろな経験による心の成長のお話。
【日時】５月２１日（日）16：30開演
【場所】東村山市富士見公民館ホール
【対象】幼児・小学生低学年向き
【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
TEL＆FAX:042-347-7211
E-mail:kodaira.kodomo.2016@soleil.ocn.ne.jp
http://www.ab.auone-net.jp/~gekijyo/index.html

◉ハートピア総会後特別学習会
講師：三田隆一さん（小平断酒会責任者、社会福祉士）
「私のアルコール依存症」入院加療を経て退院後の断
酒継続と仲間の支援のため、自ら断酒会活動を決意さ
れた体験談から学んでみませんか。
【日時】５月２５日（木）10:30〜12:00
【場所】小平市福祉会館第２集会室
【定員】20名
【参加費】無料
【後援】小平市社会福祉協議会
【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。

第３回なかまちテラスまつり

なかまちテラス de ビブリオバトル
ビブリオバトルとは、面白いと思う本を持ち寄りその
本を紹介した後、多数決で「どの本が一番読みたくな
ったか？」を決める知的書評合戦です。
〈参加方法〉①本の紹介をする：中学生以上、５人（先
着順）、氏名・年齢・連絡先・紹介する本のタイトル（小
平市立図書館に所蔵する本）を 5 月 8 日までに問合せ
先へ。②観戦する：どなたでも、40 人（先着順）、当日
会場へ。
【日時】５月１４日（日）15:00〜
【場所】なかまちテラスホール
【主催】小平図書館友の会、小平市立図書館
【問合せ】小平市立仲町図書館☎042-344-7151
Fax 042-344-7152 E-mail:fa0071@city.kodaira.lg.jp

◆

政治・知りたい、確かめ隊

小平霊園に眠る日本を代表する詩人・作詞家「野口雨
情」を偲ぶ「うたまつり」。小平市を中心とする様々な
団体の演奏で、美しい詩の数々をお楽しみ下さい。
【日時】５月２８日（日）13:30〜
【場所】ルネこだいら大ホール
【参加費】500 円（全席自由、未就学児は無料）
【主催・問合せ】こだいら雨情うたまつり実行委員会
☎042-345-5111（ルネこだいら内）

福

祉

◆

小平市議会で話し合われていることは身近なことばか
りです。議会を傍聴し、自分のまちのことは自分たち
で考えていきませんか。
【定例会】毎月火曜日（不定期）
＊議会日程により変更の可能性あり
５月１６日 10:00〜12:00
【場所】なかまちテラス
【問合せ】森野 ☎090-8043-2148
E-mail:seijishiritai@gmail.com
http://www.kodaira-net.jp/seijishiritai/

２０１７こだいら雨情うたまつり

◆

まちづくり

◆

子ども

◆

こだはぐカフェ＠鈴木公民館
【日時】４月１８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）
◆４月の企画は…「子育てママ×こだはぐスタッフお
話会」日頃のお悩み事やこんなことがあればいいなと
思うことなどを、スタッフとざっくばらんにお話しま
せんか。
【主催】小平はぐくみプロジェクト
【問合せ】橋本☎090-5526-2944

◆

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

４月１５日、５月２０日
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E-mail:contact@kodahug.com
http://kodahagu.com/

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）
４月２０日（木）10:00〜11:45 ベビー三小
２４日（月）だっこ（中野産婦人科医院）
２５日（火）はなこ（鈴木公民館）
２８日（金）ベビー中央(中央公民館)
【申込み・問合せ】NPO 法人子育てサポートきらら
☎042-345-8262
E-mail:kirara_0305kodaira@yahoo.co.jp

自由遊びの会
〜森の中で音楽を奏でよう〜
〜グリーンフェスティバルの遊び物を作ろう〜
【日時】４月２３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。
好きな楽器があったら持ってきてね。
【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/
子どもの権利条約普及推進事業

もがれた翼 Part23 学びの切符
「もがれた翼」は、子どもの人権をめぐるさまざまな
問題を知ってもらうために、毎年子どもたちと弁護士
が作っている芝居です。今回は子ども食堂が舞台とな
り、貧困連鎖と教育格差がテーマです。
【日時】４月２８日（金）10:00〜12:00
【場所】小平市中央公民館講座室２
【参加費】無料、申し込み不要、当日会場へ。
【主催】小平市教育委員会
【企画・運営】子どもの権利条約普及推進事業企画委
員会
【問合せ】小平市地域学習支援課☎042-346-9834
ボーイスカウト小平第２団

みんなおいでよ！
スカウト一日体験してみませんか？
自然の中で、手作りのロープ遊具や色々なゲームでス
カウトのお兄さん達と楽しく遊びましょう！（モンキ
ーブリッヂ、釣り、シャボン玉、弓矢、宝探し等）
【日時】５月１４日（日）10:00〜12:00＊雨天中止
【場所】ブリヂストン公園（小平市小川東町 3-2）
【対象】幼稚園年長から中学生までの男女
【参加費】無料

＊運動し易い服装でご参加ください。
【問合せ】小田 E-mail:kodaira2.info@gmail.com

◆

シニア

◆

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、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。
４月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
５月 ２日 9:30〜12:00 中央公民館講座室２
９日 13:30〜16:00 あすぴあ会議室
１６日 9:30〜12:00 あすぴあ会議室
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/

熟年いきいき会
伴侶を亡くした人が語り合う会
４月のテーマ〜孤独の楽しみ方〜
【日時】４月１９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）
＊伴侶のある方の参加はできません。

コミュニティーカフェ
「おしゃべりサロン」
【日時】５月２日（火）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）
＊予約不要、自由参加

講演会
「日本語の素晴らしさ」
講師：井上信一郎さん（当会会員）
【日時】５月１７日（水）13:30〜16:00
【場所】小平市中央公民館講座室２
【参加費】資料・お茶代 200 円（会員 100 円）
＊予約不要、自由参加

♪みんなで唄いましょう♪
第４8 回「市民うたごえ祭り」
【日時】５月２５日（木）13:30〜15:30
【場所】小平市中央公民館ホール
【参加費】歌詞集代 200 円
＊予約不要、自由参加
以上４件とも【主催】熟年いきいき会
【問合せ】太田 ☎＆Fax 042-341-8604
小平図書館友の会より、3/25&26 に行われたチャリティ
古本市へのお礼と結果報告をいただきました。
集まった本：21,305 冊（昨年度残本含）、入場者数：約
1,600 人、売上金：約 374,000 円。純益金は、①小平図
書館へ寄贈、②東日本大震災被災図書館へ 5 万円寄付。
残本は来年度へのストックを除き、町田の福祉施設・共
4 働学舎へ寄付したそうです。

◆

募

集

◆

災害時動物ボランティア会員募集
４月１日付けで小平市と動物の災害協定を締結しまし
た。そこで以下のような活動に協力していただける方
を募集します。
⦿災害時、初動要員として震度５強で近隣の状況を確
認報告 ⦿避難所運営でのテント等の設営・餌・水等
の手配、飼い主への適正飼育指導 ⦿避難所から動物
救護本部への搬送（その逆も） ⦿被災動物の一時預
かりや譲渡への対応 ⦿被災動物の捜索 ⦿カメラ班、
インターネット班 ⦿その他何でも
【問合せ】NPO法人ぶるーべりー愛犬ふぁみりー協会
☎042-345-1700 Fax 042-345-8200

◆

市外の情報

◆

講演会

放射能汚染の時代をどう生きるか、
子どもたちをどう守るか
講師：今中哲二氏（京都大学原子炉実験所研究員）
「福島の子どもたちの健康を守る取り組み」
「チェルノ
ブイリの子どもたちの今」に関する報告もあります。
【日時】４月２８日（金）19:00 開演
【場所】練馬文化センター小ホール(西武池袋線練馬駅
北口徒歩１分)
【参加費】予約 1,000 円 当日 1,300 円
【定員】520 名
＊予約受付は 4 月 26 日（水）15:00 まで。定員になり
次第締め切ります。
【主催】チェルノブイリ子ども基金/未来の福島こども基金
【申込・問合せ】チェルノブイリ子ども基金
☎＆Fax 03-6767-8808
E-mail:cherno1986@jcom.zaq.ne.jp
＊チェルノブイリ 31 年・福島 6 年救援キャンペーン
この催しの収益は、チェルノブイリと福島の原発事故
による被災児童のための救援金にあてられます。

【場所】東京ボランティア・市民活動センター会議室 A
【参加費】3,000 円
【定員】30 名（要事前申し込み）
http://www.npoweb.jp/?p=14379
【持ち物】団体の定款や昨年度提出した事業報告書等
一式があるとセミナーを効果的に利用できます。
【主催・問合せ】NPO 法人シーズ・市民活動を支える制
度をつくる会 ☎03-5439-4021 Fax 03-3926-7551
E-mail:npoweb@abelia.ocn.ne.jp
http://www.npoweb.jp/
子ども育ちを考える

森のようちえんフォーラム 2017 春

自然を使った
子どもの感性をひきだすクラフト講座
美術教育を通じて子どもの何を育てたいか、その子ら
しさを引き出しどう個性を伸ばすのか。子どもの感性
を引き出す言葉がけや、自然を使ったクラフトのアイ
デアを紹介します。お話と併せて自分自身もクラフト
を楽しみながら学ぶ講座です。
【日時】５月２１日（日）10:00〜12:30
【場所】日野・多摩平幼稚園（日野市多摩平 2-9-3 、
JR 中央線豊田駅徒歩 5 分）
【参加費】3,000 円（材料費込み）
【定員】40 名（要予約）
【主催】日野社会教育センターほか
【問合せ】日野社会教育センター☎042-582-3136
http://hino-shakyo.com/morinoyouchien/forum170521/

元気村に、子ども家庭支援センター
ティーンズ相談室ユッカが開設しました！
小平市内在住の中学 1 年生から 19 歳までの方を対象に、
家族のことや友だちのこと、学校や職場のこと、勉強や
進路のことなど、悩んでいることや困っていることを相
談できます。
◆内容：電話やメール等で相談できます。事前予約の上、
面談を行なうこともできます。その他、必要に応じて家
庭訪問や他機関への紹介および同行などを行なうこと
もあります。個別の事情に応じて相談員が対応します。
◆利用料：無料
◆開所日：水曜、金曜は 13:00〜19:00、
土曜は 10:00〜18:00、木曜（電話相談のみ）13:00〜18:00
◆閉所日：日曜、月曜、火曜、祝日、年末年始
◆場所：小平元気村おがわ東２階 子ども家庭支援セン
ターに併設
⦿電話相談：☎042-313-2391
⦿メール相談：
E-mail:teenssoudan-yucca@unchusha.com
http://fukushi.unchusha.com/kodomokatei_kodaira

「改正 NPO 法と総会シーズン直前対策」
３時間集中セミナー
シーズが実際に受けた相談事例も紹介しつつ、総会の
重要性や招集・委任方法での注意点、議案の内容と確
認など、総会等を開催する際に押さえておきたい仕事
の流れとコツについてお話します。また、今年 4 月 1
日から施行された改正 NPO 法についても解説します。
セミナー終了後には無料相談もあります。
講師：関口宏聡氏（シーズ代表理事）、大庭勇氏（コン
サルタント）
【日時】４月２８日（金）13:00〜16:00

＊ユッカとは、主にメキシコなどの中南米に生息する木。葉が勢いよ
くまっすぐに伸びている様子から別名「青年の木」と呼ばれています。
また「勇壮」
「偉大」という言葉の他に、新芽が次々と出ることから「成
長」を意味する時にも使われます。子どもたちの成長を見守り続けら
れるようにという願いを込めました。
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