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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。

音楽とあそぼう

◆

身体や打楽器で、リトミックをベースにした創作音楽
あそびをします。リズム遊び・なんちゃって鬼ごっこ・
表現あそび・トーンチャイム（ベルのような単音の楽
器）、即席アンサンブル
【日時】８月２７日（日）9:30〜11:30
【場所】小平市大沼公民館ホール
【対象】小学生中心（５才児から）
【参加費】無料
【問合せ】祝迫 ☎042-345-9145

小平 JAZZ 座
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お
越しください！
【日時＆場所】
８月２０日（日）10:00〜12:00 小川西町公民館
９月 １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。
【月会費】1,000 円
【問合せ】宮川☎080-4449-5757
E-mail:jazzkodaira@gmail.com

小平こども劇場
2017ルネこだいら夏休みフェスタ
夏の思い出に、ルネこだいらで「観て、聴いて、あそぼう！」

【日時】８月２７日(日)9:50〜17:00
【場所】ルネこだいら全館
【内容・参加費】
◇レセプションホールでは…
10:45〜11:30 しのざきあきテーブル人形劇『３びき
のこぶた、他』 全席自由1,500円（3歳から有料）
13:20〜14:30 オペラ歌手と道化師のユニット青い卵
『いつもとなりに』 全席自由500円（3歳から有料）
◇中ホールでは…
13:30〜15:00 山本会狂言鑑賞会『柿山伏、附子、箕
被』大人3,000円 子ども（4歳から高校生）2,000円
◇ミュージック・スクウェア吹奏楽コンサート（大ホ
ール）ほか、無料の催しも盛りだくさんです。
＊以上のチケットは、ルネこだいらチケットカウンタ
ー（☎042-346-9000）へ。
◆「わくわく絵本探検隊」
アフタフ・バーバンによる乳幼児向け表現あそび体験
【日時】９月１４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才児（未就園児）と保護者、
１５組（要申込）
【参加費】親子ペア500円
◆舞台鑑賞『マチノヒ』
ミュージカル女優とシアタークラウンとミュージシャ
ンの３組がしのぎを削るショータイム！
【日時】９月１７日（日）18:30開演
【場所】東村山中央公民館
【対象】小学４年生〜大人
【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）
以上 2 件の【申込・問合せ】NPO 法人小平こども劇場
☎＆Fax 042-347-7211
E-mail:koaira.kodomo.2016@soleil.ocn.ne.jp
http://www.ab.auone-net.jp/~gekijyo/index.html

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。

８月２０日（日）13:30〜永田珈琲（珈琲付 1,000 円）
９月１５日（金）11:00〜上水本町地域センター
13:30〜永田珈琲（珈琲付 1,000 円）

１８日（月）14:30〜津田公民館（500 円）
３０日（土）11:20〜小川町２丁目児童館
【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。アコーディオン伴奏付き。
【日時】⦿毎月第三火曜日 13:30〜16:00

８月はお休み、９月１９日
⦿毎月最終月曜日

情

18:30〜21:00

８月２８日、９月２５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

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

８月２６日、９月３０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
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ユネスコ・ジャズコンサート 2017

◆

〘出演〙在日米空軍音楽隊（横田）パシフィックショー
ケース
【日時】９月１日（金）18:30開演
【場所】ルネこだいら中ホール
【参加費】1,000円（全席自由） ＊ルネこだいらチケッ
トカウンターで販売 ☎042-346-9000
【主催】小平ユネスコ協会
【後援】小平市教育委員会
【問合せ】事務局 西村☎090-3800-4711

子ども

◆

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）

８月２２日（火）はなこ（鈴木公民館）
２５日（金）ベビー中央(中央公民館)
２８日（月）だっこ（中野産婦人科医院）
９月 ５日（火）11:00〜12:30 白梅
１４日（木）だっこ（中野産婦人科医院）
＊ベビー三小と赤ちゃんたいそうは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】９月７日（木）10:30〜12:00 時間内出入
り自由、きらら事務所、無料
以上の【申込・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

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？」
【日時・内容】９月７日（木）13:00〜14:30
工藤啓さん（認定 NPO 法人育て上げネット理事長）
「無業社会—働くことにしんどさを持つ若者たち−」
【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】津田塾大学教務課☎042-342-5130
http://www.tsuda.ac.jp/
◆ウェルネス・センター公開講座

自由遊びの会

森で遊ぼう！！２０１７
【日時】８月２３日（水）〜２７日（日）
10:00〜17:00 出入り自由、小雨決行
【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、着替え、虫除け、お弁当、
レジャーシートなど、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/

それでも希望のタネをまく〜福島農家の６年６ヶ月
講師：深谷茂美さん（テレビユー福島 報道制作局専
任局長）
東日本大震災から６年半がたった今でも続けられてい
る福島県産の農産物の検査結果も含め、原発事故から
復興に向かう福島の光と影についてお話します。
【日時】９月２５日（月）10:30〜12:00
【場所】津田塾大学小平キャンパス５号館 5102 教室
【参加費】無料
【申込】ハガキか Fax で住所、氏名、電話番号をご記
入の上、申込先へ。特に連絡がない限り受講可能です。
【申込・問合せ】津田塾大学ウェルネス・センター（小
平市津田町 2-1-1）☎042-342-5147 Fax 042-342-5144

オープンカフェふたば
-被災地スタディツアー×くつべらマンプロジェクト報告会-

【日時】９月２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）
【参加費】無料
【定員】20 名（事前申込制、先着順）
【主催】二葉むさしが丘学園
【共催】こだいらまちかどステーション
【申込先】☎042-344-9911
E-mail:m-takemura@futaba-yuka.or.jp

子どもたちに核兵器も原発もない地球を

第 23 回こだいら平和コンサート
第一部：「箏とマリンバ 夢の饗宴」
第二部：合唱構成「私がうたう理由・希望を求めて」
【日時】９月３０日（土）14:00 開演
【場所】ルネこだいら大ホール
【参加費】大人 2,000 円 こども・高校生以下・障が
い者 1,000 円
◆平和美術展同時開催：９月２８日（木）〜１０月１
日（日）10:00〜18:00（最終日は 17:00 まで）、無料
【主催】こだいら平和コンサート・美術展実行委員会
【後援】小平市
【問合せ】田中☎042-308-8557 宮本☎042-323-8869

こだはぐカフェ＠鈴木公民館
【日時】９月１９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）
こだはぐ料理チームによる手作りランチもあります
（ランチ代別途）。
◆９月の企画は…11:00〜12:00 助産師さんとのお話し
会「現役助産師さんが本当に伝えたいコト〜妊娠出産
の奇跡と幸せホルモンのつくりかた〜」講師：大森章
子さん（助産師）、無料
【主催】小平はぐくみプロジェクト
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【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。

はじめてのパソコンサークル

どんな人にも、どんなことばにも壁をつくらず、違い
を受け入れて自分の思いを表現できたら、きっと世界
中に友達がたくさんできる！ヒッポファミリークラブ
が 35 年の多言語活動の中で見つけた『一番自然なこと
ばの習得』についてのお話と体験ができます。
【日時】いずれも 10:00〜11:30
９月２３日（土）楽しく身につく多言語
１０月３日（火）多言語がもたらす効果
【場所】小平市中央公民館ホール
【参加費】無料
【保育】あり（要申込）
【主催】
（一財）言語交流研究所ヒッポファミリークラブ
【後援】小平市、小平市教育委員会
【申込・問合せ】☎0120-557-761
http://www.lexhippo.gr.jp/

環

境

◆

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。
８月１５日 9:30〜11:45 中央公民館学習室４
２２日 9:30〜11:45 元気村あすぴあ会議室
９月 ５日 9:30〜11:45 中央公民館講座室２
１２日 13:30〜15:45 元気村あすぴあ会議室
１９日 9:30〜11:45 中央公民館講座室２
２６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/

親子で参加できるワークショップ＆講座

◆

シニア

熟年いきいき会
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。

第２回 どんぐり林のセミのぬけがら調査
【日時】８月２２日（火）14:30〜

コミュニティカフェ
「おしゃべりサロン」

【場所】小平中央公園どんぐり林（体育館東側の林）
【定員】30名、先着順
【申込】メールまたは☎で、氏名、連絡先をお知らせ
ください。
【参加費】無料
【持ち物】飲み物、ビニール袋、筆記用具、虫除け、
あればルーペ
【主催】どんぐりの会
【申込・問合せ】☎090-2439-7976
E-mail:josuidonguri@gmail.com

【日時】９月７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
以上 2 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

◆

まち歩きガイド養成講座

市民学習奨励学級

市の観光スポットや史跡などを案内するガイドをやっ
てみませんか。地元を知ればもっと楽しい！
【日時】全５回 いずれも火曜日 15:00〜16:30

迫る有料化と焼却施設建て替えについて考える
〜あなたのごみ、大きく変わります！〜
【日時】連続３回 いずれも土曜日 13:30〜16:30
９月１６日「家庭ごみ有料化と個別収集 ごみ減
量の効果・先行自治体の経験」
１０月１４日「焼却施設建て替え計画と市民参加」
１１月１８日「ごみ減量の方策 ワークショップ
で知恵を出し合おう」
【場所】小平市中央公民館講座室２
【参加費】無料
【対象・定員】市内在住・在勤・在学の方、35名
【申込】９月１０日までに下記へ。
【企画・運営】NPO法人小平・環境の会
【申込・問合せ】深澤☎＆Fax 042-341-7524
E-mail:bbjaga@jcom.home.ne.jp

９月５日、１０月３日・２４日、１２
月５日、2018 年１月１６日
【場所】市役所５階５０５会議室ほか
【対象・定員】市内在住・在勤で、５回すべて受講で
き、講座後に当協会で観光ボランティアガイドとして
活躍できる方 15 名程度
【申込】ハガキか E-mail で、「まち歩きガイド養成講
座受講希望」と明記し、住所、氏名、☎、応募動機を
記入の上、問合せ先へ。
【問合せ】こだいら観光まちづくり協会（学園東町
1-17-9）☎042-312-3954
E-mail:info@kodaira-tourism.com
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う。親子での活動ですが、お子さん（大学生大歓迎）
だけでも参加できます。年１回の発表の場もあります。
【日時】月１〜２回（土・日・祝日）
【場所】大沼公民館
【会費】１回一人 500 円（親子で 800 円）
【問合せ】五十嵐☎042-469-1756

小平学・まちづくり第６回研究会

小平市の歴史を考える１
小平市の現状、課題を知る上で歴史を改めて振り返る
ことは不可欠です。2012 年度に刊行された小平市史編
纂の中心となられた郷土史家を講師に、小平市の歴史
を学び、考えたいと思います。
講師：蛭田廣一さん（小平市図書館司書）
【日時】９月１９日（火）18:30〜20:30
【場所】白梅学園大学 J14 講義室
【参加費】資料代 100 円 ＊準備の都合上 9 月 15 日ま
でにお申込み下さい。
【主催】小平学・まちづくり研究所
【申込・問合せ】E-mail:kodairagaku@shiraume.ac.jp

◆

福

祉

◆

全国フードバンク推進協議会

◆

「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」
「働き方」
「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

◉「７つの習慣」学習会10回シリーズ
第４回「第７の習慣（第３の案）」 二者択一では問題
は永遠に解決しない。選択すべき第３の案のマインド
セットについて学んでみませんか。
【日時】９月６日（水）10:00〜12:00
【場所】小平市福祉会館第３集会室
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。

日本ファンドレイジング協会
■ボランティアとの協働戦略
〜シャプラニール・ステナイ生活の事例から学ぶ〜
寄付者へのアプローチ方法、企業との協働方法、ボラ
ンティアの活用方法についてお話します。講師：上嶋
佑紀さん（NPO 法人シャプラニール＝市民による海外
協力の会 渉外、認定ファンドレイザー）
【日時】９月７日（木）10:00〜12:00
【参加費】会員 2160 円 非会員 3780 円（事前決済）
■行政、民間企業、NPO 等をつなぐ「ブリ
ッジパーソン」が生み出す連携 〜すみだ北斎
美術館を核とした墨田区観光協会 DMO の事例から学ぶ
講師：久米信行さん（一社）墨田区観光協会 DMO 担当理事）
【日時】９月７日（木）13:00〜17:00
【参加費】会員 3240 円、非会員 4860 円（事前決済）
上記２件はいずれも
【場所】日本財団ビル２階 第１〜４会議室
【申込】以下のフォームから。
https://jfra.securesite.jp/training.php
【〆切】８月３１日（木）
【問合せ】日本ファンドレイジング協会
☎03-6809-2590 Fax 03-6809-2591
E-mail:info@jfra.jp

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

８月１９日、９月１６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

集

研修会

自分の団体とやっていることはほとんど変わらないの
に、なぜあの団体には「人、モノ、お金」が集まるの
だろう…、一体何が違うのか…。実はその「特定の団
体」は広報活動をしっかりやっているのです。講師の
お話から広報活動の要点を理解し、団体の認知度や信
頼性の向上につなげてください。
講師：かねこ まみさん（日本初のソーシャルグッド
＆NPO 専門の PR エージェンシー ひとしずく株式会社）
【日時】８月２４日（木）15:30〜17:30
【場所】日本財団ビル２階会議室 1-4（港区赤坂 1-2-2）
【対象】こども食堂、学習支援、居場所支援、フード
バンク等、その他こども・若者を支援している非営利
団体、これから広報に取り組みたい団体、今後さらに
広報活動を強化したい団体
【定員】30 名（要申込、先着順、定員になり次第〆切）
【参加費】1,000 円
【主催】全国フードバンク推進協議会 米山
☎080-6895-5796 info@fb-kyougikai.net

◉若者のための人生哲学夏期TALKプロジェクト

募

◆

情報発信力、広報力の向上講座

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〜

◆

市外の情報

◆

コパン
障がいのあるなしに関係なく、のんびり一緒にトーン
チャイム（ベルのような単音楽器）の演奏をしましょ
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