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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。

〈内容〉本作では、広島・長崎の原爆、核実験、原発、
劣化ウラン弾などで健康被害を受けた人々を「ヒバク
シャ」と呼ぶ。目には見えない低線量被曝によって、
数年から数十年という時間をかけてじわじわと身体が
蝕まれていく人々を追ったドキュメンタリー映画。鎌
仲ひとみ監督作品 116 分
【日時】９月１６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

◆

★世界料理発見★

インド料理講習会
ヴァルン・トマルさん（ICU 大学院）に北インドの家庭
料理を教えていただきます。メニュー：タンドリーチ
キン、カレー、チャパティ、サラダほか
【日時】９月１４日（木）14:30〜18:30
【場所】国分寺市本多公民館実習室
【参加費】1,500 円
【定員】 15 名
【持ち物】エプロン、ふきん、筆記用具
【主催】地球クラブ
【申込・問合せ】大友☎090-2730-2828
Fax042-343-7116 E-mail:TmKEIKO＠aol.com
津田塾大学公開講座

情

子ども文庫まつり
【日時】９月１６日（土）11:00〜13:00
11:00〜11:30 おたのしみの時間（てあそび、大型絵本）
11:30〜13:00 コーナー遊びの時間（読み聞かせ、布の
ゲーム、工作、折り染め、昔遊び）
【場所】小平市中央図書館 前庭 ＊雨天の場合は図
書館３階視聴覚室
【参加費】無料
【主催】小平市子ども文庫連絡協議会
【問合せ】布野 ☎042-403-8799

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】いずれも木曜日 13:00〜14:30
９月１４日 山口翔太郎氏（一橋大学商学研究科博
士後期課程）
「イノベーションってなに？本当に必要？
〜経済史・経営史から見るこれからの“働き方”〜」
９月２８日 矢島里佳氏（㈱和える 代表取締役）
１０月５日 大友良英氏（音楽家）「学校で教えて
くれない音楽−震災後の社会を生きる−」
【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/

第８回 青空まつり
模擬店やバザーのほか、ステージ演目やワークショッ
プ、遊びブースなど、もりだくさん！ ＊雨天決行
【日時】９月１７日（日）10:30〜14:00
【場所】二葉むさしが丘学園（小平市鈴木町 1-62-1）
【問合せ】児童養護施設 二葉むさしが丘学園
☎042-344-9911 E-mail:m.info@futaba-yuka.or.jp

小平こども劇場

サロンミニコンサート

◆舞台鑑賞『マチノヒ』

《1725 年製のストラディバリウスのバイオリン》

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
１０月 1 日（日）11：00～ルネこだいら中ホール

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）

（10：00～の小平市表彰式の中で 15 分ほど演奏します。）

◆「秋・絵本からあそぼう 読み聞かせ学習会」

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。

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）

８日（日）14:30〜津田公民館（500 円）
１９日（木）13:30〜永田珈琲（珈琲付 1,000 円）
２５日（水）11:20〜小川町２丁目児童館
２８日（土）10:30〜上水南公民館

はらっぱ文庫の内田清子さんのお話。親子で絵本を読
む時間を楽しみましょう
【日時】１０月２６日（木）10:00〜11:30
【場所】小平市中央公民館ホール
【対象・定員】0〜6歳児とその保護者（要申込）
【参加費】親子ペア500円
以上 2 件の【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/index.html

【問合せ】バイオリンの音を楽しむ会（黒澤）
☎&Fax 042-341-3457
第 192 回 16 ミリ映画をみる会

ヒバクシャ

世界の終わりに
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うたごえ in 元気村

小平で乾杯！２年連続開催

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

こだいらオクトーバーフェスト 2017
ドイツビール及び市内飲食店によるドイツメニューを
中心としたフード、そして楽団生演奏を楽しめる地域
活性化イベント！
【日時】９月３０日（土）〜１０月１日（日）
11:00〜20:00
【場所】小平市花小金井東部公園
【参加費】飲食チケット 1,000 円（200 円×5 枚綴り）
【共催】（社）こだいらまちかどステーション
【主催・問合せ】こだいらオクトーバーフェスト実行
委員会☎050-3597-3395 info@kodaira-beer.jp
http://www.kodaira-beer.jp

９月１９日、１０月１７日
⦿毎月最終月曜日

18:30〜21:00

９月２５日、１０月３０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
市民活動支援公募事業

「統計グラフ」はなぜ面白いか
—統計のもつ力、街づくりに生かすさまざまな統計—

講演会

講師：本川裕さん（統計データ分析家）
国勢調査や農林業センサス、経済センサスなども使っ
て、小平市の人口や経済他の現状を理解し、主権者で
ある市民が様々な統計資料を活用する事を学び、これ
からの「街づくり」に生かします。４，５回目はファ
シリテーターを交え、参加者で「これからの小平につ
いて」ワークショップを行います。
【日時】いずれも木曜日 19:00〜21:00

図書館ってどんなところ？

〜市民のための図書館とは〜
昨今、指定管理者制度の導入で、おしゃれなカフェが
併設されるなど、話題となる図書館が増えてきました。
が、一方で民営化の問題点も出ています。赤ちゃんか
らお年寄りまで、私たちの生活を豊かにする図書館。
その本来の役割を再確認しながら、これからのあり方
を探ります。
【日時】１０月１４日（土）13:30〜15:30
【場所】小平市中央図書館３階視聴覚室
【参加費】無料
【定員】80 名（先着順）
【主催】小平市子ども文庫連絡協議会、小平市教育委員会
【申込・問合せ】小平市中央図書館☎042-345-1246

９月２１日、１０月１９日、１１月１６日、
１１月３０日、１２月１４日
【場所】小平市中央公民館講座室１
【対象】市内在住・在勤・在学の方
【定員】30 人（先着順）
【参加費】200 円（資料代、初回徴収）
【主催・申込】統計学を学ぶ会 棟方☎042-332-2822

◆
憲法カフェ＠なかまちテラス

子ども

◆

きらら

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

（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）

９月３０日、１０月２８日

９月１４日（木）だっこ（中野産婦人科医院）
１５日（金）赤ちゃんたいそう（中央公民館和室）
２１日（木）ベビー三小
２２日（金）ベビー中央(中央公民館)
２５日（月）だっこ（中野産婦人科医院）
２６日（火）はなこ（鈴木公民館）
１０月３日（火）11:00〜12:30 白梅
１２日（木）だっこ（中野産婦人科医院）

【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
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：9/28（木）〜10/1（日）10:00
〜18:00（最終日は 17:00 まで）、展示室、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

◉絵本と育ばな ちょこっとわらべうた
【日時】１０月５日（木）10:30〜12:00 時間内
出入り自由、中野産婦人科、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

まま’s カフェ
今、さまざまなところで注目を浴び始めている“哲学
対話”という手法を使って、日頃思っていることや子
育てしている中で感じたことなどを、ゆったりとリラ
ックスした中で話したり聞きあったりしてみませんか。
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自分の抱えている問題の「解」はひとつじゃない？！
気づくことで人生が広がるかも！
【日時】９月１５日（金）10:00〜12:00
【場所】小平市中央公民館保育室
【参加費】500 円（飲み物付き）
【主催】はなこ哲学カフェ〜いどばたのいどほり〜
E-mail:hanakophilosophycafe@gmail.com

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/

こだママフェスタ 2017
〜ママの子育て応援プロジェクト〜
講演「ママの子育てが 100 倍楽しくなる！」や、
「親子
で歌おう♪子守唄ワークショップ」のほか、バルーン
パフォーマンス＆バルーン教室、コダレンジャー・ぶ
るべーショーもあります。
【日時】９月１７日（日）9:30〜16:00＊雨天決行
【場所】多摩六都科学館（西東京市芝久保町 5-10-64）
【参加費】無料 ＊多摩六都科学館の入館は有料です。
【主催】一般社団法人小平青年会議所
【問合せ】本間☎042-343-4855
E-mail:kodaira.jci@gmail.com
http://www.kodairajc.ne.jp

自由遊びの会

芸術とスポーツの秋だよ！！
木の実や石にアクリル絵の具やポスカでペイントした
り、ハイジブランコやハンモック、ベーゴマなどの定
番の遊びもあります。
【日時】１０月２８日（土）10:00〜17:00
【場所】小平市中央公園 体育館の東の林
【参加費】無料（カンパ一人 100 円）
【持ち物】水筒とか本人が必要なもの。汚れてもいい服で！
【主催】NPO 法人こだいら自由遊びの会
http://plaza.rakuten.co.jp/kodairaplaypark/
【当日の連絡先】足立☎090-1771-7431、
福本☎070-6616-9959

ふくしまキッズプロジェクト in こだいら
福島のこども達を小平に招待して外遊びをプレゼント
するこの活動も８回目となりました。
【日時】９月１６日（土）〜１８日（月）
10:00〜 ＊出入り自由、小雨決行
【場所】17＆18 日は小平市中央公園 体育館裏の林
＊１６日はお問い合わせください。
【参加費】無料
【主催】ふくしまキッズプロジェクト in こだいら
【問合せ】細江☎090-6033-5524
E-mail:hosoeguri1226@ybb.ne.jp

◆

男女共同参画

◆

なぜ、わたしたちは働くの？働きたいの？

暮らしと仕事の関係を語ってみよう！
普段はあまりことばにできない思いをワールドカフェ
で語り合いましょう。両日同じテーマです。
【日時】いずれも 10:30〜12:30
９月３０日（土）、１０月３日（火）
【場所】小平市男女共同参画センター“ひらく”
【定員】20 名
【保育】あり、参加申込時に予約
【主催】男女共同参画センターワールドカフェ実行委
員会、小平市
【申込】森野☎090-8043-2148
E-mail:yamorino@gmail.com

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
【問合せ】E-mail:contact@kodahug.com
http://kodahug.com/

◆

シニア

◆

熟年いきいき会

＊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。

♪みんなで唄いましょう♪

第 50 回記念 「市民うたごえ祭り」
【日時】９月２８日（木）13:30〜15:45

親子で参加できるワークショップ＆講座

【場所】小平市中央公民館ホール
【参加費】歌詞集代 200 円

どんな人にも、どんなことばにも壁をつくらず、違い
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コミュニティカフェ「おしゃべりサロン」

【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。

【日時】１０月５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）
＊以上 2 件とも予約不要、自由参加
【主催】熟年いきいき会
【問合せ】太田 ☎＆Fax 042-341-8604

こだいら社会福祉士会
設立記念式典・設立総会
◆設立記念式典 14:30〜 ◆記念講演 15:00〜
講師：中村与人氏（多摩済生園・多摩済生ケアセンタ
ー施設長）「福祉先進国デンマークの現状と日本の課
題」
◆設立総会 16:15〜 入会希望の方はお問合せ下さい。
【日時】９月２３日（祝・土）14:30〜16:30
【場所】特別養護老人ホーム多摩済生園
【申込】式典、講演会のみ参加の方は直接会場へ。
【参加費】無料
【問合せ】こだいら社会福祉士会設立準備会事務局
☎042-343-2291（多摩済生園）
E-mail:cswkodaira@gmail.com

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。
９月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
１０月３日 9:30〜11:45 中央公民館講座室２
１０日 13:30〜15:45 元気村あすぴあ会議室
１７日 9:30〜11:45 中央公民館講座室２
２４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

◆

まちづくり

◆

小平学・まちづくり第１回シンポジウム

先進事例に学ぶ生活支援と住民の力

◆

高齢化が進む地域で高齢者の日常生活を支援するサー
ビス(見守りや配食、生活便利屋的なサービス)をどう
作り、高齢者夫婦や一人暮らしの高齢者、認知症高齢
者の暮らしをどう支えるか―先進的な自治体での取り
組みを学び、小平市の地域づくりを考えます。シンポ
ジストは小平市のほか、大垣市、稲城市、武蔵野市の
担当職員をお招きします。
【日時】１０月１４日（土）13:30〜16:30
【場所】白梅学園大学 J26 講義室
【参加費】資料代 200 円 ＊準備の都合上 10 月 6 日（金）
までにお申込み下さい。
【主催】白梅学園大学 小平学・まちづくり研究所
小平西地区まちづくり市民ネットワーク
【申込・問合せ】白梅学園大学企画調整室
Fax 042-346-5652
E-mail:kodairagaku@shiraume.ac.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

９月１６日、１０月２１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〜

◉認知行動療法実践（中級）講座10回シリーズ
第４回「アンガーマネジメント・プログラム」
講師：稲森晃一氏（国立精神神経医療研究センター心
理療法士）
【日時】９月２０日（水）10:00〜12:00
【場所】小平市福祉会館第３集会室

◆

募

集

◆

パブリックコメント募集中
小平市立学校給食センターの整備に関する基本的な方
向性（素案）にご意見をお寄せ下さい。案は市役所 1
階市政資料コーナー、学校給食センター、東部・西部
出張所で閲覧できる他、市のホームページでもご覧に
なれます。また説明会も行います。詳しくは以下で。
http://www.city.kodaira.tokyo.jp/pubcome/056/056
906.html
【募集期間】８月２６日〜９月２５日
【問合せ】小平市立学校給食センター☎042-345-2821

◉「７つの習慣・第８の習慣」学習会10回シリーズ
第５回「第８の習慣（効果から偉大へ・リーダーシッ
プ）」〜新しい時代には新しい習慣が必要になる。新し
い時代をつくる人生哲学について学んでみませんか。
【日時】１０月４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
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