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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。

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。

第 191 回 16 ミリ映画をみる会

猫の恩返し

７月２６日（水）11:20〜小川町二丁目児童館

原作：柊あおい『バロン 猫の男爵』、企画：宮崎駿、 75 分

13:30〜永田珈琲（珈琲付 1,000 円）

【日時】７月１５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

８月

２９日（土）14:30〜津田公民館（500 円）
６日（日）11:00〜鈴木公民館
14:30〜津田公民館（500 円）

７日（月）11:20〜小川町二丁目児童館
２０日（日）13:30〜永田珈琲（珈琲付 1,000 円）

小平 JAZZ 座

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

普段よく耳にするジャズっぽい音楽、あれって本当に
ジャズなんだろうか…。ジャズに詳しくない人の目線
に立ったリズム、ミュージシャンやアドリブ演奏の裏
話、生演奏と解説であっという間の２時間をお届しま
す。老若男女、ジャズ通も詳しくない方もお気軽に！
【日時＆場所】
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
８月２０日（日）10:00〜12:00 小川西町公民館
【申込】不要、当日会場にお越しください。
＊８月以降は、第１金曜 19:00〜（なかまちテラス）、
土日の昼間（場所と時間はその都度調整）の月２回で
活動する予定です。
【問合せ】E-mail:jazzkodaira@gmail.com

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
７月２９日 改憲派の大石英樹さんのお話を伺い、
コーヒーを飲みながら質疑応答をします。

８月２６日
【場所】なかまちテラス地下学習室１
【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「平和のための戦争展・小平」
〜戦争のない世界をめざして〜

うたごえ in 元気村

市民有志が1995年からこの催しを始め、この間１万人
を超える方々がご来場くださいました。今年はアジア
太平洋戦争の終結から72年目。展示のほか、絵本で子
どもたちに平和を伝える読み聞かせも行います。
【日時】８月４日（金）〜６日（日）10:00〜17:00
【場所】小平市中央公民館ギャラリー
【参加費】無料
【主催】2017「平和のための戦争展・小平」実行委員会
【後援】小平市、小平市教育委員会
【問合せ】西村☎090-7948-7599

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 13:30〜16:00

７月１８日、８月はお休み
⦿毎月最終月曜日

✐

18:30〜21:00

７月３１日、８月２８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☎090-4947-5393

小平こども劇場
2017ルネこだいら夏休みフェスタ
【日時】８月２７日(日)9:50〜17:00

あしたば木工まつり
【日時】７月２２日（土）10:00〜15:00

雨天決行
【場所】あしたば作業所（小平市鈴木町 2-187-3）
〈内容〉◉木工体験教室 10:00〜13:00（先着順、予約優
先）では、ミニパズルやキャラクターパズル（150〜500
円）、オリジナルのネームボード（300 円〜）を作りま
す。
◉第二みどり作業所ヴェルデのパンやクッキー、おだま
き工房のさき織り製品、のぞみ作業所のバスポプリ、
地元農家の新鮮夏野菜やハーブ苗なども販売していま
す。
【主催・問合せ】あしたば作業所 ☎042-467-8071

【場所】ルネこだいら全館
【内容】★印は有料、他は無料（大ホールは要整理券）。
ミュージック・スクウェア吹奏楽コンサート（大ホー
ル）、★山本会狂言鑑賞会『柿山伏、附子、箕被』（中
ホール）、★しのざきあきテーブル人形劇『３びきのこ
ぶた、他』★オペラ歌手と道化師のユニット青い卵『い
つもとなりに』
（以上２件はレセプションホール）の他、
狂言のワークショップ（要申込）、小平こども劇場コー
ナー、多摩六都科学館コーナー、まちのアーティスト
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パフォーマンス、子どもの広場、出張あそぼうかいな
ど、無料の催しも盛りだくさん！
【申込・問合せ】NPO 法人小平こども劇場
☎＆Fax 042-347-7211
http://www.ab.auone-net.jp/~gekijyo/

◆

子ども

夏休み子ども表現ワークショップ

夏休み宿題大作戦！
イヤ～な夏休みの宿題の中から「おはなしの種」を見
つけて、２日間で ストーリーを作り上げていきます。
最後はみんなの前でドキドキ ワクワク発表会！終わ
ったころには、イヤだった宿題も、オモシロくなって
るかも？？
【日時】８月５日(土)＆１２日(土)
【対象】２日間参加できる小学生
【場所】小平元気村おがわ東(あすぴあ)
【参加費】3000円 (2日間) ＜会員＞1500円
【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/2017summer

◆

こだはぐカフェ＠鈴木公民館
【日時】７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（フリードリンク＆お菓子付き）
◆７月の企画は…11:00〜12:00 なんでも育児相談室
「オムツはずしのタイミングを知ろう！〜焦らず・怒
らず・夜は起こさず〜」講師：加藤尚子さん（NPO 法人
まちかど保健室理事、育児アドバイザー、保育士）、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/

自分の責任で自由に遊ぶ

「森で遊ぼう」５日間連続プレーパーク
【日時】８月２３日（水）〜２７日（日）10:00
〜 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/

＊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。
新日本婦人の会

自由遊びの会

学習会

子どもの脳を化学物質から守る
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、
木・土・日休み）

◆

環

境

◆

小平市いきいき協働事業

災害と再エネ
〜熊本地震に学ぶ、自然エネルギーの活用〜
講師：都筑建さん（太陽光発電所ネットワーク共同代表）
東日本大震災や熊本地震にいち早く駆けつけ、太陽光
発電の被災や活用状況の調査と、独立太陽光発電装置
の提供支援などを行ってきた講師から、調査からわか
ったことの報告と問題提起をいただきます。自然エネ
ルギーを活用出来る防災グッズの展示もあります。
【日時】７月１５日（土）14:00〜16:30
【場所】小平市中央公民館ホール
【参加費】無料
【定員】100 名（当日会場へ、先着順）
◆太陽光ベランダ発電工作セミナー

きらら
（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）

７月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)
８月 １日（火）11:00〜12:30 白梅
１０日（木）だっこ（中野産婦人科医院）

〜パネル１枚で始める。災害時にも役立つ。ミニ太陽光発電〜

＊三小は７，８月はお休みです。
◉絵本と育ばな ちょこっとわらべうた
【日時】８月３日（木）10:30〜12:00 時間内出入
り自由、無料、中野産婦人科医院
以上の【申込・問合せ】NPO 法人子育てサポートきらら
☎042-321-0340 E-mail:kirara_0305kodaira@yahoo.co.jp

【日時】８月２６日（土）13:30〜16:30
【場所】小平市中央公民館
【参加費】28,000 円（材料費含む）＊見学者は 300 円
【定員】10 名（先着順）
【〆切】8 月 20 日
以上２件は【主催】NPO 法人こだいらソーラー
【問合せ】西村☎090-4820-0756、Fax 042-462-3936
E-mail:kodaira.solar@gmail.com
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◆

シニア

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。
【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

◆

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。
７月１８日 9:30〜11:45 中央公民館講座室２
２５日 9:30〜11:45 元気村あすぴあ会議室
８月 １日 お休み
８日 13:30〜15:45 元気村あすぴあ会議室
１５日 9:30〜11:45 中央公民館講座室２
２２日 9:30〜11:45 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/

◆

福

祉

◆

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

熟年いきいき会

７月１５日、８月１９日

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〜

【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

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

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３回「物質依存プログラムの紹介」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】７月１９日（水）10:00〜12:00

♪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

◉若者のための人生哲学夏期TALKプロジェクト

【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

「AI時代、日米二つの人生哲学から学ぶこと」
【日時】８月１７日（木）10:00〜16:00、昼食持参
10:00〜12:00 稲盛和夫の「生き方」「考え方」
13:00〜16:00 コヴィーの「７つの習慣・第８の習慣」
との比較
【場所】元気村あすぴあ会議室
上記２件とも【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。

コミュニティカフェ
「おしゃべりサロン」
【日時】８月３日（木）13:30〜16:00
【場所】小平市福祉会館第２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
８月のテーマ〜もしもの時に頼れる人はいますか〜
【日時】８月１６日（水）13:30〜16:00
【場所】小平市福祉会館第５集会室
【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

◆

国際協力

夏休み子ども手話体験教室
講師：小平市聴力障がい者協会会員
午前は、耳の聞こえない人（ろう者）に手話を教えて
もらい、午後はろう者と交流しながらストローモビー
ルを作ります。手話が初めての人でも大丈夫！
【日時】７月２２日（土）10:30〜12:00、13:00〜
15:00
【場所】小平市津田公民館講座室
【対象】小学１年生以上（小１〜２は原則保護者同伴、
大人だけでも可）

◆

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」）
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【定員】30 名（先着順）
【参加費】材料費代 300 円、大人・子ども同額
【持ち物】昼食、ハサミ、定規、筆記用具
【主催】小平手話サークル
【申込・問合せ】事務局 古川☎＆Fax 042-345-1708

【場所】小平市中央公園や近隣の公園・野外
【募集内容】◆ボランティア：①事前準備スタッフ、
②福島への送迎新幹線同乗スタッフ（9 月 16 日、18 日）
③見守りスタッフ（全日程）④移動車両運転（全日程）
⑤食事作り協力（全日程）⑥プレイスタッフ⑦その他
◆寄付（子どもたち 25 名を招待するのに約 90 万円の
費用が必要です）◆物資提供 ◆その他
【〆切】９月１日（金）＊９月２日（土）19:00〜
中央公民館で説明会を行います。
【主催】ふくしまキッズプロジェクト in こだいら
【 申 込 ・ 問 合 せ 】 細 江 ☎ 090-6033-5524 ℡ ＆ Fax
042-344-7618 E-mail:hosoeguri1226@ybb.ne.jp

＊小平市社会福祉協議会歳末たすけあい地域福祉活動助成事業

夏！体験ボランティア★2017

視覚障がい者理解・見守り体験学習講座
ガイドヘルプ体験、アイマスク体験、視覚障がい者と
の交流などを行います。あなたの一声とひとつの行動
が視覚障がい者の命を救います。
【日時】いずれも 9:30〜12:00 内容は同じです。
第１回 ７月２６日（水）、第２回 ８月４日（金）
【場所】小平市福祉会館４階小ホール
【対象・定員】市内在住、在学、在勤の方、各回 30 名、
小学３年生以下は保護者同伴
【参加費】100 円（テキスト、保険料含む）
【申込〆切】７月２１日（金）
【主催】ガイドヘルプボランティア「あい」
【後援】小平市教育委員会、小平市社会福祉協議会
【申込・問合せ】海上☎＆Fax 042-309-0555、中野☎
＆Fax 042-344-9571、春宮☎＆Fax 042-315-0728

◆

募

集

中央公民館サークルフェア 2017
参加団体の募集

◆

♪みんなでつくる音楽祭 in 小平♪
参加者・参加団体募集
音楽のジャンル、世代、障がいの有無などの垣根を越
えて、さまざまな人が集まり手づくりする「ボーダレ
ス」な音楽祭を今年も開催します。
【日時】１２月２日（土）12:00〜19:00 予定
【場所】小平市中央公民館
【対象】音楽活動をしている団体または個人
＊ロックバンド、合唱団、弾き語り、ダンスグループ
など、ジャンルや形態は問いません。
【定員】70 組（予定）
【申込】８月１９日までにエントリーシートを
問合せ先へ送付もしくは電子メールでお送りください。
申込多数の場合は選考し、9 月上旬以降、全員に連絡し
ます。エントリーシートは、公民館で配布する他、ホ
ームページからダウンロードもできます。みんなでつ
くる音楽祭 in 小平で検索
【問合せ】同実行委員会（中央公民館内）
☎042-341-0861 E-mail:kodairaongakusai@gmail.com

福島の子どもたちの保養支援を！
ご協力のお願い
ふくしまキッズプロジェクト in こだいらでは、今年も
９月の連休を利用して小平に福島の子どもたちを招待
します。多くの方々のご協力を心からお待ちしています。
【日時】９月１６日（土）〜１８日（月）
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中央公民館で活動中・活動予定の方々が、日頃のサー
クル活動をＰＲするイベントです。毎年、特色あるサ
ークルが参加し、展示会（サークルの活動内容を紹介
したパネル等）と体験会（日頃のサークル活動の見学・
体験）により、来場者に向けてサークルの魅力をＰＲ
します！！これを機に、仲間づくりやサークル同士の
輪を広げませんか？
【サークルフェア日程】１１月３日（金）〜５日（日）
【申込方法】公民館で配布している参加団体申込書（兼
チラシ）に記入の上、中央公民館の窓口・ＦＡＸまた
はメールにてお申込みください。＊メール申込みの場
合、件名を「サークルフェア申込み」としてください。
参加申込書はホームページでもご覧いただけます。
（ご
連絡いただければ、中央公民館からメールでお送りす
ることもできます。）
【〆切】８月２２日（火）
【申込・問合せ】小平市中央公民館☎042-341-0861、
Fax：042-341-0883
E-mail：kominkan-koza@city.kodaira.lg.jp
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ききマネ式 寄付の募り方
NPO・ボランティアグループにとって、市民や企業から
受け取る「寄付」は活動の支えになるとても大切な存
在です。一方で「なかなか寄付が集まらない、募り方
がわからない」という悩みを持つ団体も少なくありま
せん。今回は、年間14,000件の相談を受けている当セ
ンターの相談員が事例を交えながら「今日からできる」
寄付の募り方をお伝えします。
【日時】８月３０日（水）18:30〜21:00
【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】1,500円（資料代込み）
【対象】「NPOを始めたばかり」「これから寄付を募り
たい」など初任者にお勧めです。
【主催】東京ボランティア・市民活動センター（TVAC）
【申込・問合せ】☎03-3235-1171 Fax 03-3235-0050
http://www.tvac.or.jp/
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