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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。

い〜」
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５月２５日

佐藤秀一氏（東京海洋大学 海洋生命
科学部長）
「養殖魚用低・無魚粉飼料の開発〜ヴェジタ
リアン養殖魚の創製を目指して〜」
６月１日 杉山 衛氏（銀座寿司幸本店４代目店
主）
「寿司屋のオヤジの経済学〜カウンターの内から観
た今〜」
６月８日 帰山寧子氏（身の丈社会事業家）「“まる
ごとの自分”を生きる〜未来を紡ぎだすチカラ〜」
【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/

まちで楽しむ ５
〜学生が輝けるまち小平〜
５年目となった今年は、「地域で活動する学生を知り、
交流する」をメインテーマに、小平にある大学・学校
の方々が活動を発表します。この機会に一緒に「小平
と学生」について考えてみませんか。
第一部：学生によるプレゼン
第 2 部：学生と市民によるディスカッション
【日時】５月１４日（日）13:00〜17:00
【場所】武蔵野美術大学鷹の台キャンパス２号館
【参加費】無料
【主催】こだプロ【共催】小平市大学連携協議会
【問合せ】小平市役所市民協働・男女参画推進課
☎042-346-9809

第 189 回 16 ミリ映画をみる会
ドキュメンタリー映画

いのちの森・高江

オスプレイにおびえ、怒り、闘う、高江の記録。いの
ち豊かな森を守るのは私たち人間の使命です。
2016 年 65 分
【日時】５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・中学生は無料
【問合せ】関根☎042-342-3435

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

５月１６日、６月２０日
⦿毎月最終月曜日

情

18:30〜21:00

５月２９日、６月２６日

第 16 回 月夜の幻燈会

【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

かしわばやしの夜
【日時】５月２０日（土）19:10〜19:50
*天候や地面の状態によっては 21 日（日）同時刻に延
期。21 日も雨天の場合は、同日 19:15〜19:55 に小川公
民館ホールで開催。
【場所】小平中央公園雑木林（市民総合体育館の東側）
【参加費】無料 投げ銭歓迎
【主催】どんぐりの会
【協力】NPO 法人こだいら自由遊びの会 ユーエンジニ
アリング㈱
【問合せ】オガワ☎090-2439-7976

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。

５月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
６月 ７日（水）11:20〜小川町二丁目児童館
１０日（土）14:30〜津田公民館（500 円）
２１日（水）13:30〜永田珈琲（珈琲付 1,000 円）

難民お料理会

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

日本に暮らすパレスチナの方々から故郷の料理を教わ
ります。
【日時】５月２１日（日）14:00〜
【場所】小平市中央公民館実習室
【参加費】1,500 円＋材料費実費（1,000 円以内）
＊参加費の一部は NPO 法人パレスチナ子どものキャン
ペーンへ寄付します。
【申込】５月１６日までに問合せ先へ
【主催】難民と故郷の料理を作る会
【協力】NPO 法人パレスチナ子どものキャンペーン
【問合せ】山崎☎080-5054-6190

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
５月１８日 永井陽右氏（日本ソマリア青年機構
代表）
「新しい紛争解決〜私たちは無力でも微力でもな
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憲法カフェ＠なかまちテラス

ゆうやけ子どもクラブ父母会ガレッジセール

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

夏の子ども・大人衣類、食器、おもちゃ、雑貨等を販売
します。
【日時】６月２４日（土）12:00〜15:00＊雨天決行
【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）

５月２７日、６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

◆

２０１７こだいら雨情うたまつり

子ども

◆

ボーイスカウト小平第２団

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）

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

小平こども劇場
◆「The SHOW」（to R manshion公演）
『とあるマンション』という意味の、海外でも高い評
価を得ているパフォーマンスカンパニー。４人のコメ
ディアンが、変幻自在にいろんなキャラクターに変化
し、様々なシチュエーションで魅せる、お洒落でウィ
ットに富んだコメディショーです。
【日時】６月４日（日）15：00開演
【場所】二葉むさしケ丘学園体育館（小平市学園東町）
【参加費】４歳～17歳 2,300円、18歳～大人 4,300円
（2ヶ月分の会費+入会金）

こだはぐカフェ＠鈴木公民館
【日時】５月１６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）
◆５月の企画は…みんなの子育て座談会「夫婦のコミ
ュニケーションはどうしてる？？」親業訓練インスト
ラクター・保育士でもある、こだはぐメンバーの大久
保庸子さんを囲んでのおはなし会です。
【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/

◆わくわく絵本探検隊
アフタフ・バーバンによる絵本を題材とした乳幼児向
け表現あそび体験
【日時】６月８日（木）10:00〜12:00
【場所】ルネこだいらレセプションホール
【対象・定員】0〜3歳の子どもと保護者15組、要申込
【参加費】親子で500円
以上２件の【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

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）
５月１８日（木）10:00〜11:45 ベビー三小
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）
らいふえいど20周年記念講演
２６日（金）ベビー中央(中央公民館)
６月
６日（火）白梅
発達障害の子どもとともに
ほ し やま あさ ぎ
８日（木）だっこ（中野産婦人科医院）
講師：星山麻木先生（明星大学教育学部教授）
◉絵本と育ばな ちょこっとわらべうた
【日時】６月２４日（土）13:30〜15:00
【日時】６月１日（木）10:30〜12:00 時間内出入
【場所】ルネこだいらレセプションホール
り自由、無料、きらら事務所
【参加費】無料
◉赤ちゃんたいそう
【申込】6月10日までにEメールかFAXで住所・氏名・連絡先 【日時】６月９日（金）10:30〜11:45
をご記入の上、お申込みください。当日参加も受け付けます。
【場所】小平市中央公民館和室つつじ
【主催・申込】NPO法人ACTらいふえいど☎042-348-0376
【参加費】無料、申込不要
Fax042-348-0375 E-mail:laifueido@rice.ocn.ne.jp
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◉きらきらパーク
子育て中のパパやママがお子さんと一緒に楽しめるイ
ベントです。人形劇や工作、白梅幼稚園の先生に寄る
「わらべうた」など盛りだくさんです。
【日時】６月１７日（土）10:00〜11:45
【場所】小平市福祉会館１階和室ホール
【申込・問合せ】NPO 法人子育てサポートきらら
☎042-345-8262

【定員】20名【参加費】無料

◉７つの習慣・第８の習慣学習会 10回シリーズ
第２回「第１〜第３の習慣（依存から自立へ）」自立に
向けた３つの習慣（主体性、目的を持つ、重要性の優
先）について学んでみませんか。
【日時】６月７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
【主催】NPO小平ハートピア
【後援】小平市社会福祉協議会
【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。

E-mail:kirara_0305kodaira@yahoo.co.jp

二葉むさしが丘学園
◇春のふたばフェス！
施設改築のお披露目を兼ねて、大人も子どもも楽しめ
る春のフェスティバルを開催します。
【日時】５月２７日（土）13:00〜15:30
【場所】二葉むさしが丘学園体育館＆体育館前広場
【参加費】入場無料 ＊一部ワークショップや飲食の
販売は有料です。

22回連続学習会

私たちにとっての相模原やまゆり園事件
事件に関してそれぞれの立場から思ったことを話し合
います。スピーカー：市民の立場から（橋本久雄・本
会代表）、医師の立場から（對馬桂子さん）、当事者
の立場から（ほっとスペース八王子）、参加者の皆さ
んから
【日時】６月４日（日）13:00開場 13:30開始
【場所】国分寺市労政会館和室
【参加費】資料代300円
【主催】国立武蔵病院（精神）強制・隔離入院施設問
題を考える会
【問合せ】橋本☎090-1849-9305

◇オープンカフェふたば
児童養護施設や養育里親などの社会的養護に関心があ
る方、フレンドホーム（週末里親）に関心がある方を
対象に、カフェ形式で職員からの話をゆる～く聞ける
場です。
【日時】５月２８日（日）14:00〜16:00
【場所】二葉むさしが丘学園
【定員】20 名、予約制【参加費】無料
【問合せ】二葉むさしが丘学園☎042-344-9911（竹村）
E-mail:m-takemura@futaba-yuka.or.jp

◆

福

祉

◆

◆

シニア

◆

はじめてのパソコンサークル

喫茶〈サタデーひだまり〉

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。
５月１６日 9:30〜12:00 元気村あすぴあ会議室
２３日 9:30〜12:00 元気村あすぴあ会議室
６月 ６日 9:30〜12:00 中央公民館講座室２
１３日 13:30〜16:00 元気村あすぴあ会議室
２０日 9:30〜12:00 中央公民館講座室２
２７日 9:30〜12:00 元気村あすぴあ会議室
【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/

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

５月２０日、６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☎090-9962-9806
★歌や演奏、踊り等、発表の場として一緒に楽しんで
くださるボランティアの方も募集しています。
問合せ：熊倉☎080-5191-7512
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〜

熟年いきいき会

◉ハートピア総会後特別学習会

講演会「日本語の素晴らしさ」

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

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
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♪みんなで唄いましょう♪
第４8 回「市民うたごえ祭り」

E-mail:goro4742@gmail.com

【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

武蔵野を協同の台地に変えた川崎平右衛門の没後 250
年を記念して交流事業を行います。
【日時・内容】①５月２０日（土）14:00 開演
語り「川崎平右衛門の物語」
（30 分）の後、劇の公演（2
時間）があります。②５月２１日（日）10:00 開演
③同日 13:00〜16:15 語り、東京学芸大学副学長・大
石学教授による歴史講演会、トークショー
【場所】①②府中の森芸術劇場ふるさとホール、③同
劇場平成の間
【参加費】①②全席自由 2,000 円、③無料
但し、②に関しては下記問合せ先（池田）に申し込み
の先着５名まで無料。
【問合せ】チケットふちゅう☎042-333-0000
池田☎&Fax 042-346-7268
E-mail:sahaikeda@nifty.com

【日時】６月１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）
＊予約不要、自由参加

伴侶を亡くした人が語り合う会
６月のテーマ〜心の居心地〜
【日時】６月２１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）
＊伴侶のある方の参加はできません。
以上４件とも【主催】熟年いきいき会
【問合せ】太田 ☎＆Fax 042-341-8604

まちづくり

◆

子どもの育ちを考える

政治・知りたい、確かめ隊

募

集

森のようちえんフォーラム 2017 春

自然をつかった
子どもの感性をひきだすクラフト講座

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）
６月２７日 10:00〜12:00
＊議会日程により変更の可能性あり
【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/

◆

◆

合唱構成劇「武蔵野の歌が聞こえる」

コミュニティカフェ
「おしゃべりサロン」

◆

市外の情報

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。お話とあわ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

◆

KOi（こい）の会
KODAIRA OMOTENASHI iNTERNATIONAL
国際理解、国際協力、多文化共生をめざすおもてなし
の会です。オリンピック参加国の中で意外と知られて
いない国にもスポットを当て、その国の歴史や文化、
経済などを学び、多文化共生の意識を高め、東京 2020
オリンピック・パラリンピックに向けた受け入れムー
ドの向上をめざします。同時に、小平市内にも外国人
が多く住み、多様な文化に触れられるチャンスがある
ことを知り、地域で自主的な交流の機会づくりに貢献
できる市民の育成もめざします。
【定例会】原則として毎月第１＆第３木曜日 9:30〜
12:00
【場所】主に小平市中央公民館、福祉会館など
他に、各種見学会や学習会も随時行います。
【会費】年会費 1,200 円（月会費 100 円）
【問合せ】内藤☎090-8056-5206

http://hino-shakyo.com/morinoyouchien/forum170521/

NPO 法人の最低限の監事監査セミナー
監査には、業務監査と会計監査、大事なポイントがた
くさんありますが、今回は短い時間でも最低限行なう
べき「資産残高の確認」を中心に、その方法を確認し
ます。専門家じゃなくても実践できる簡単な方法を学
びます。講師：早坂毅氏（税理士・行政書士）
【日時】５月２４日（水）15:00〜17:00
【場所】東京ボランティア・市民活動センター会議室 B
【参加費】2,000 円
【定員】30 名、要事前申込
【申込・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
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