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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。

７月２６日（水）11:20〜小川町二丁目児童館
７月２６日（水）13:30〜永田珈琲（珈琲付 1,000 円）
２９日（土）14:30〜津田公民館（500 円）

◆

小平 JAZZ 座
ジャズに詳しくない人の目線にたった、ミュージシャ
ンやアドリブ演奏の裏話、スイング感がなくてもジャ
ズを楽しんでしまえるコツも紹介するトリオ（＋α）
の生演奏が特徴。なかまちテラスでの夜間講座が大好
評につきサークル化！少しでもジャズに興味があれば、
お気軽にお越しください。
【日時＆場所】
６月１６日（金）19:00〜21:00 なかまちテラスホール
７月１６日（日）14:00〜16:00 中央公民館視聴覚室
８月 ４日（金）19:00〜21:00 なかまちテラスホール
【申込】不要、当日会場にお越しください。
【問合せ】E-mail:jazzkodaira@gmail.com

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

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

６月２４日、７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

ゆうやけ子どもクラブ父母会ガレッジセール
ゆうやけ子どもクラブ、ゆうやけ第２子どもクラブは、
障害のある子どもを対象に放課後活動を行っている民間
団体です。父母会の取り組みで、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）

第 190 回 16 ミリ映画をみる会
アナザーストーリー

「誕生！！日本国憲法」
焼け跡に求められた３つのドラマ
◎憲法 24 条 婚姻は両性の合意、夫婦は同等の権利を
有するーどのようにして生まれたか？
◎七人の民間人 憲法研究会、憲法草案要綱—条文をど
うするのか？—、憲法 25 条 人間が人間として生きる
権利—生存権はどの様に生まれたか？—
◎伊豆大島の人々 日本から切り離された島民たち
「伊豆大島共和国」誕生—大島暫定憲法を作る—
【日時】６月１７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

北村英雄 織りと器展 人生のひとコマ
（おだまき夏のミニ作品展 同時開催）
【日時】６月３０日（金）、７月１日（土）
10:00〜17:00
【場所】おだまき工房（小平市学園東町 1-23-23）
【問合せ】社会福祉法人つむぎ おだまき工房
☎＆FAX 042-341-7107 http://odamaki.jimdo.com

うたごえ in 元気村

あさやけアートフェスティバル 2017

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

障害のある方たちの作品展示のほか、作業所の製品も
販売します。
【日時】６月３０日（金）〜７月４日（火）
【場所】ルネこだいら 10:00〜18:00（最終日は 15:00
まで）同時開催：なかまちテラス内 CAZECAFE なかま
ち 11:00〜17:00
【参加費】無料
【問合わせ】あさやけ鷹の台作業所☎042-346-2167

６月２０日、７月１８日
⦿毎月最終月曜日

情

18:30〜21:00

６月２６日、７月３１日
【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

やすらぎコンサートSANAさ〜な

サロンミニコンサート

星美智子＆沼舘千佳子「ラグラスの夏の夢」

《1725 年製のストラディバリウスのバイオリン》

甘美なメロディに乗せたトスティの歌曲を朗読と共に、
そして、自然やこころに優しい眼差しを向けた木下牧
子の世界を、お食事やドリンクを楽しみながら気軽に

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。

６月２１日（水）13:30〜永田珈琲（珈琲付 1,000 円）
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お聴きください。（席に限りがありますので、お早め
にお申込みください）
【日時】７月１３日（木）12:30〜（お食事タイム
は11:30〜12:30）
【場所】カフェ・ラグラス（小平市美園町1-24-14 西
武新宿線小平駅南口徒歩４分）
【参加費】2,000円（１ドリンク付）
【申込・問合せ】カフェ・ラグラス☎＆FAX 042-344-7199
https://www.cafelaguras.jp/

◆

子ども

自分の責任で自由に遊ぶ

自由遊びの会

６月のプレーパークはベーゴマ大会
ベーゴマを回したことがない人も、教えてくれる人が
いるので大丈夫。大会への参加は自由です。
【日時】６月１８日（日）10:00〜16:00 出入り自由
【場所】小平市中央公園 体育館裏の林
【参加費】無料＊カンパ１人 100 円〜（保険代含む）
【持ち物】タオル、水筒など、自分が必要なもの。
【主催】NPO こだいら自由あそびの会
【問合せ・当日の連絡先】足立☎090-1771-7431
http://plaza.rakuten.co.jp/kodairaplaypark/

◆

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）
６月１５日（木）10:00〜11:45 ベビー三小
２３日（金）ベビー中央(中央公民館)
２６日（月）だっこ（中野産婦人科医院）
２７日（火）はなこ（鈴木公民館）
７月 ４日（火）白梅
１３日（木）だっこ（中野産婦人科医院）
◉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よる
「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
◉絵本と育ばな ちょこっとわらべうた
【日時】７月６日（木）10:30〜12:00 時間内出入
り自由、無料、中野産婦人科医院
◉赤ちゃんたいそう
【日時】７月７日（金）10:30〜11:45
【場所】小平市中央公民館和室けやき
【参加費】無料、申込不要
以上の【申込・問合せ】
NPO 法人子育てサポートきらら☎042-345-8262

こだはぐカフェ＠鈴木公民館
【日時】６月２０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（フリードリンク＆お菓子付き）
◆６月の企画は…11:00〜12:00 産後ドゥーラさんとの
お話し会「産前産後のお話し〜ひとりで頑張らない子
育てのすすめ〜」講師：上高原久枝さん（看護師、一
般社団法人産後ドゥーラ協会認定産後ドゥーラ）、無料
【主催】小平はぐくみプロジェクト
【問合せ】E-mail:contact@kodahug.com
http://kodahug.com/
＊この事業は、歳末たすけあい地域福祉活動募金による助
成を受けています。

らいふえいど20周年記念講演

発達障害の子どもとともに
ほ し やま あさ ぎ

講師：星山麻木先生（明星大学教育学部教授）
【日時】６月２４日（土）13:30〜15:00
【場所】ルネこだいらレセプションホール
【参加費】無料
【申込】6月20日までにEメールかFAXで住所・氏名・連絡先
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。
【主催・申込】NPO法人ACT小平らいふえいど
☎042-348-0376 Fax042-348-0375
E-mail:laifueido@rice.ocn.ne.jp

E-mail:kirara_0305kodaira@yahoo.co.jp

子どもの表現クラブ「あむあむ」
子どもの「そうぞう力」を育む表現ワークをたくさん
します！楽しみながら自分を表現していくことで、自
己信頼感や共感力が養われます。
【日時＆場所】不定期 土曜日
①６月１７日 13:30〜16:30 あむあむ☆小平
②６月２４日 14:00〜15:00 あむあむ☆国分寺

グリーフサポートって何？
—悲しみを抱えて生きるチカラ—
ゲスト：シンシア・ホワイトさん（米国 KIDS HURT TOO
HAWAII 創設者）
【日時】６月２９日（木）18:30〜21:00
【場所】二葉むさしが丘学園
【参加費】2,000 円
【定員】30 名（事前申込制）
【主催】グリーフサポートこだいら
【共催】オープンカフェふたば
【申込・問合せ】グリーフサポートこだいら 森
☎042-346-6264 E-mail:m0r1.ykk@gmail.com

（幼児）

【場所】①元気村あすぴあ会議室 ②国分寺プライベ
ートスタジオ
【参加費】会員は 1,500 円 ＊体験無料
【主催】「そうぞうの場」スペースまる
【問合せ】もりやま ☎050-5586-9524
E-mail:space0maru@gmail.com
http://space-0.wixsite.com/maru/amam
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新日本婦人の会

熟年いきいき会

学習会

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〜

子どもの脳を化学物質から守る

【日時】６月２１日（水）13:30〜16:00

暮らしと食事のポイント
講師：水野玲子さん（NPO 法人ダイオキシン・環境ホル
モン対策国民会議理事）
【日時】７月１９日（水）13:30〜15:30
【場所】小平市福祉会館第２集会室
【参加費】無料
【定員】30 人（当日受付）
【主催】新日本婦人の会小平支部
【問合せ】☎＆FAX 042-344-4014（10:00〜16:00、
水・土・日休み）

◆

男女共参画

【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。

コミュニティカフェ
「おしゃべりサロン」
【日時】７月７日（金）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＆体験 介護タクシー
「車いす・ストレッチャーの扱い方」
〜実際に乗って、体験しましょう〜

◆

男女共同参画週間講演会

講師：岸和夫さん（当会役員）
【日時】７月１９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

あなたにも 貧困のリスクがある
いま貧困はどの世代にも拡大しています。若者や子育
て世代が生きやすい社会をつくるために、そのヒント
やリスクを聞いてみませんか。
講師：藤田孝典さん（NPO法人ほっとプラス代表理事、
『下流老人』著者）
【日時】６月２５日（日）13:30〜15:15
【場所】JA東京むさし小平ファーマーズ・マーケット
２階ホール （駐車場は利用できません）
【参加費】無料
【定員】200名（要申込）＊手話通訳付き
【保育】あり（１歳から、要申込、先着順）
＊保育専用E-mail:kirara_0305kodaira@yahoo.co.jp
【主催】男女共同参画週間実行委員会、小平市
【問合せ】小平市市民協働・男女参画推進課
☎042-346-9618 FAX042-346-9575
E-mail:kyodo-danjo@city.kodaira.lg.jp

◆

シニア

♪みんなで唄いましょう♪
第４9 回「市民うたごえ祭り」
【日時】７月２７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

◆

まちづくり

◆

政治・知りたい、確かめ隊
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）10:00〜12:00

◆

６月２７日、７月１１日
＊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/

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。
６月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
７月 ４日 9:30〜12:00 元気村あすぴあ会議室
１１日 13:30〜16:00 元気村あすぴあ会議室
１８日 9:30〜12:00 中央公民館講座室２
２５日 9:30〜12:00 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/

◆

国際協力

◆

身近にできる国際協力ひろば
♪切手・ハガキ・古本などの寄付品集め
♪フェアトレード商品の紹介・販売
♪SDGs（国連で採択された「持続可能な開発目標」）
についての資料展示
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。
皆さまからの寄付品は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。
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【日時】７月１８日（火）〜２３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】渡辺☎042-332-2097

◆

福

祉

【提出先】小平市企画政策部秘書広報課 広報担当宛
【〆切】６月２０日（火）
【問合せ】小平市企画政策部秘書広報課広報担当
☎042-346-9505

◆

子どもの貧困・教育問題の核心に迫る
『CFCセミナー』

喫茶〈サタデーひだまり〉

メディアの情報だけではわからない「子どもの貧困」
に関する生の情報をお伝えするとともに、当団体の立
ち上げの経緯や、課題を解決していくシナリオについ
てお話します。
【日時】６月２４日（土）19:00〜20:30
【場所】亀戸文化センター６階第３研修室（JR総武線
亀戸駅北口徒歩２分）
【対象・定員】社会人、30名 （先着順）
【参加費】無料
【申込】下記URLよりお申込み下さい。
【問合せ】チャンス・フォー・チルドレン（CFC）

６月１７日、７月１５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
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〜

https://cfc.or.jp/archives/event/2017/05/10/18575

◉認知行動療法実践（中級）講座 10回シリーズ
第２回「認知行動療法の枠組みで“困った状況”を捉
える」講師：稲森晃一さん（国立精神神経医療研究セ
ンター心理療法士）
【日時】６月２１日（水）10:00〜12:00
◉「７つの習慣」学習会 10回シリーズ
第３回「第４〜第６の習慣（自立から相互依存へ）」
自立から相互依存に向けた３つの習慣（Win-Win、相互
理解、相乗効果）について学んでみませんか。
【日時】７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
【後援】小平市社会福祉協議会
【主催・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。

募

集

◆

◆

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

◆

市外の情報

NPO活動資金関連講座
◆ファンドレイジング講座「活動財源の作り方」
【日時】６月２２日（木）18:45〜20:45
講師：高橋麻子さん（一般財団法人ジャパンギビング
事務局次長、認定ファンドレイザー）
NPOの活動に必要な資金を確保する手段の一つ、ファン
ドレイジング。それを上手に取り入れて運用していく
ために必要な知識やノウハウ等についておさえるべき
ポイントをお話しいただきます。
◆助成金講座「活動に適した助成金の選び方」
【日時】６月２７日（火）18:45〜20:45
講師：奥田裕之さん（認定NPO法人まちぽっと事務局長）
助成金を受けるには助成の目的について正しく知るこ
とが必要です。助成する側からのお話を伺うことで助
成金についての理解を深めます。
◆クラウドファンディング講座「活動への共感と支

援を集めるために」

◆

【日時】７月６日（木）18:45〜20:45
講師：桝田乃梨子さん（READYFOR㈱キュレーター）
クラウドファンディングは、ITという手段を用いるこ
とによって、不特定多数の幅広い人々に活動を知って
もらうと同時に、活動資金を集める有効な手段です。
この新しい資金調達の可能性と手段で共感と支援を獲
得しましょう。
上記３件はいずれも
【場所】新宿NPO協働推進センター（新宿区高田馬場
4-36-12）
【参加費】1,000円
【主催】新宿NPO協働推進センター☎03-5386-1315
FAX 03-5386-1318 E-mail:hiroba@s-nponet.net

小平市ホームページについてアンケート実施中！
小平市では、より良いホームページを目指してリニュ
ーアルを予定していますので、皆様のご意見をお寄せ
ください。アンケート用紙は、小平市ホームページ（パ
ソコン版）からダウンロードできるほか、秘書広報課
窓口でも配布しています。
http://www.city.kodaira.tokyo.jp/oshirase/053/05
3419.html
【提出方法】以下のいずれかの方法で。
・メール：hishokoho@city.kodaira.lg.jp
・ファクシミリ：042-346-9507
・窓口へ持参
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