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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。

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】
１１月２１日（火）13:30〜16:00
２７日（月）18:30〜21:00
１２月１９日（火）13:30〜15:30
２５日（月）18:30〜21:00
【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

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。

１１月１５日（水）13:30〜永田珈琲（珈琲付 1,000 円）
１９日（日）11:00〜小川町２丁目児童館
１２月２１日（木）10:50〜小川町２丁目児童館
２５日（月）13:30〜永田珈琲（珈琲付 1,000 円）
２７日（水）14:30〜津田公民館（500 円）
【問合せ】バイオリンの音を楽しむ会（黒澤）
☎&Fax 042-341-3457
第 194 回

情

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

16 ミリ映画をみる会

遙かなる山の呼び声

１１月２５日、１２月２３日

〈作品紹介〉北海道を舞台に、誤って人を殺して警察
に追われる男と、牧場を経営する母子の出会いと別れ
を描いた人情ドラマ。山田洋次監督、124 分
【日時】１１月１８日（土）18:30〜
【場所】小平市中央公民館
【参加費】資料代 300 円（小・中学生無料）
【問合せ】関根☎042-342-3435

【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
小平市市民活動支援公募事業

福島復興支援ツアー成果発表会

つながる

小平市市民学習奨励学級

場所の記憶―湧水と井戸をめぐって

〜小平から福島へ〜
〈プログラム〉学生の福島訪問報告、浪江まち物語つ
たえ隊アニメ上映と紙芝居、被災された方の体験談
【日時】１１月２６日（日）13:30〜15:30
【場所】小平市福祉会館和室ホール
【参加費】無料、申込不要、先着順
【主催】福島復興支援実行委員会
【問合せ】小平市市民協働・男女参画推進課
☎042-346-9809

講師：芳賀 啓(はが ひらく)さん（東京経済大学コミ
ュニケーション学部客員教授）
東京の古地図の研究者で、TV 番組『美の壺』『タモリ
倶楽部』等に出演している講師にお話いただきます。
また、嘉悦大学岡本ゼミと協働で実施した市内の井戸
調査の報告も行います。
【日時】１１月１８日（土）10:00～12:00
【場所】小平市中央公民館学習室４
【定員】30 人（先着順）
【参加費】無料
【申込み】11 月 15 日（水）まで
【企画・運営】小平井戸の会
【申込・問合せ】金子☎080(6689)3097
E-mail:idonokai@gmail.com

若い力と市民団体の連携を考えるシンポジウム
〜学生が地域活動にどうしたら充実感を持てるか〜
武蔵野美術大学、明星大学、多摩大学からの事例紹介
のあと、全員参加の交流会を行います。
【日時】１１月２６日（日）13:00〜17:00
【場所】多摩交流センター（府中市寿町 1-5-1 府中駅
北第二庁舎 6 階、京王線府中駅徒歩 2 分）
【参加費】無料
【定員】50 名 11 月 20 日（月）までに要申込。
【主催】東京 TAMA タウン誌会
【問合せ】ほのぼの情報ネット☎090-8871-0516

萩山・小川団地九条の会 10 周年記念

DVD「日本国憲法誕生」映写会
日本国憲法はどのようにして生まれたのか、今だから
こそ憲法の成り立ちを考えてみませんか。（NHK 制作）
【日時】１１月１８日（土）13:30〜
【場所】小平元気村おがわ東あすぴあ会議室
【参加費】無料
【問合せ】村瀬☎042-344-5985、高橋☎042-343-8818
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ここトーク！

親子でいっしょにガーデニング

小平市の子育て・子育ち環境の現状や、それぞれが思
うこと・やってみたいことなど、お菓子を食べながら
ゆる〜くおしゃべりしませんか。
【日時】１１月１６日（木）10:00〜11:50
【場所】花小金井南公民館 和室１
【参加費】無料、当日参加 OK（お子様連れも大歓迎）
【主催】ここぷらっと〜こだいら・こども・こそだて
プラットフォーム
【問合せ】ここぷらっと事務局
E0mail:cocoplat.kodaira@gmail.com

クリスマスやお正月のお花などの寄せ植えを親子でい
っしょに楽しみませんか？
【日時】１２月２日（土）13:30〜15:30
【場所】㈱東京緑花（藤森農園、小川町 1-135）
【定員】25 組（申込多数の場合は抽選）
【参加費】無料
【申込】11 月 17 日（金）までに Fax かメールで「住所、
親子の氏名、子どもの年齢、電話番号」を連絡。
【主催・申込・問合せ】東京小平ロータリークラブ事
務局 ☎042-345-0600、Fax042-346-3228
E-mail:office@kodaira-rc.org
＊ドメイン指定解除願います。

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）
１１月１６日（木）10:00〜11:45 ベビー三小
２４日（金）ベビー中央(中央公民館)
２７日（月）だっこ（中野産婦人科医院）
２８日（火）はなこ（鈴木公民館）
１２月 ５日（火）11:00〜12:30 白梅
◉絵本と育ばな ちょこっとわらべうた
【日時】１２月７日（木）10:30〜12:00 時間内
出入り自由、きらら事務所、無料
◉赤ちゃんたいそう：赤ちゃんとママのふれあいの場
【日時】１２月８日（金）10:30〜11:45
【場所】小平市大沼公民館和室
【参加費】100 円
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

みんなでつくる音楽祭 in 小平
この音楽祭もついに第４回目！ お互いに理解しあう
こと、人と人がつながることのきっかけになりますよ
うに…。音楽のジャンルも、世代も、障がいの有無も、
すべてボーダレス！ 音楽の力で目指そう、心のバリ
アフリー！
【日時】１２月２日（土）12:00〜19:00
【場所】小平市中央公民館全館
【参加費】無料
【主催・問合せ】みんなでつくる音楽祭 in 小平実行委
員会（中央公民館内）☎042-341-0861
E-mail:kodairaongakusai@gmail.com
第 24 回

障害者週間のつどい

2017 こげらコンサート
〈出演〉こげら合唱団ほか、小平青少年吹奏楽団とだ
だっ鼓（パーカッション）も友情出演します。
【日時】１２月１０日（日）15:00 開演
【場所】ルネこだいら大ホール
【参加費】参加協力券 1,000 円、未就学児無料
【主催】第 24 回障害者週間のつどい実行委員会
【後援】小平市、小平市社会福祉協議会、小平商工会、
小平市教育委員会
【問合せ】リズム工房（鈴木）☎＆Fax042-410-2484

◆

子ども

小平こども劇場
◆舞台観賞会『ハリネズミと金貨』（人形劇団プーク公
演）

お金があればどんな物でもそろってしまう不自由のな
い世界で、本当に大切なものとは…。
【日時】１１月１９日（日）14:00 開演
【場所】プーク花小金井アトリエ（西東京市芝久保町
2-21-29、西武新宿線花小金井駅北口より徒歩 10 分）
【対象】幼児〜小学校低学年
【参加費】子ども（３歳以上）1500 円、大人 2500 円
＊0〜2 歳は大人のお膝抱きで入場可
◆「冬・絵本からあそぼう 絵本からクッキング」
絵本の中に登場するお料理を、親子で作ってみよう！
【日時】１２月１０日（日）10:00〜14:00
【場所】小平市津田公民館
【対象】0〜6 歳児と保護者（要申込）
【参加費】親子で 500 円（１名追加につき 500 円）
◆舞台観賞会『オペラ 森は生きている』（オペラ
シアターこんにゃく座公演）大晦日の日、わがままな
女王の気まぐれから始まった春の花マツユキ草探し。
言いつけられた娘が森に探しに入り、そこで出会った
ものは…。
【日時】１２月２３日（土・祝）13:20 開演

◆

こだはぐカフェ＠鈴木公民館まつり
【日時】１１月２４日（金）10:30〜14:00
＊鈴木公民館まつりのサークル体験コーナーとして開
催。いつもと曜日と時間が違います。
【場所】小平市鈴木公民館学習室２
【参加費】100 円
【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。
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【場所】ルネこだいら大ホール
【対象】小学生以上 ＊３歳以下は入場できません
【参加費】子ども（4〜18 歳未満）2500 円、大人 3500 円
以上の【申込・問合せ】NPO 法人小平こども劇場
☎＆FAX 042-347-7211
Email:kodaira.kodomo.2016@soleil.ocn.ne.jp
http://kodaira-kogeki.org（HP アドレスが新しくなりまし

【当日の連絡先】足立☎090-1771-7431、
福本☎070-6616-9959
子どもの権利条約普及推進事業

子どもたちに寄り添う

講演会

〜いじめ・虐待・少年非行の現場から〜
講師：坪井節子さん（弁護士、社会福祉法人カリヨン
子どもセンター理事長）
地域のつながりを深め、子どもたちを支えるまちを目
指して、私たち大人ができることを一緒に考えてみま
せんか。
【日時】１２月１６日（土）10:00〜11:50
【場所】小平市中央公民館 視聴覚室
【参加費】無料
【定員】60 人（先着順、当日会場へ）未就学児入場可
【企画・運営】小平市子どもの権利条約普及推進事業
企画委員会
【主催・問合せ】小平市教育委員会・地域学習支援課
☎042-346-9834

た）

オープンカフェふたば
テーマ：養育里親制度について
10 月・11 月の養育里親月間にあわせ、里親支援事業を
行っている NPO 法人キーアセットの大友のぞみさんを
ゲストにお招きし、
「養育里親制度」について一緒に学
びあいたいと思います。
【日時】１１月２５日（土）15:00〜16:30
【場所】二葉むさしが丘学園（鈴木町 1-62-1）
【参加費】無料、要事前申込【定員】20 名（先着順）
【申込・問合せ】042-344-9911（竹村）
E-mail:m.takemura@futaba-yuka.or.jp

シンポジウム

白梅子育て広場を見つめ直して〜私たちのこれから〜
「白梅子育て広場」は、学生が主体の子育て支援団体
で、地域の方々の声や学生の想いから内容を考えてイ
ベントを作っています。基調報告やパネルディスカッ
ションで広場の取り組みをお知らせします。
【日時】１２月１６日（土）13:00〜17:00
【場所】白梅学園大学 J 棟
【参加費】無料
【主催】白梅子育て広場 GP 学生委員会
【問合せ】白梅学園大学企画調整室☎042-346-5639
E-mail:hirobasidouin@shiraume.ac.jp

はじめてのグリーフサポート
大切な人との死別・離別を体験した子どもをサポート
する体制を小平市につくるため誕生した「グリーフサ
ポートこだいら（グリこ）」の連続講座。初めて知る方
に向けた基本的な内容で、専門家５人のお話をうかが
います。終了後、自由参加の交流会あり。
【日時】いずれも土曜日 14:00〜16:00

１１月２５日、１２月２日・１６日、
２０１８年１月２７日、２月３日
＊１回だけの参加も OK です。事前申込は不要ですが、
お子様連れの場合は参加日の３日前までに連絡。
【場所】ルネサスエレクトロニクス㈱武蔵事業所本館
１階大会議室（小平市上水本町 5-20-1）
【参加費】各回 500 円
【後援】小平市、小平市教育委員会、小平市社会福祉協議会
【主催・問合せ】グリーフサポートこだいら
E-mail:m0r1.ykk@gmail.com（森）

◆

福

祉

◆

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６回「過敏性腸症候群と慢性疼痛の認知行動療法」
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】１１月１５日（水）10:00〜12:00
【場所】小平市福祉会館第３集会室

自由遊びの会
【日時・内容】いずれも 10:00〜16:00 頃（出入り自由）
１１月２６日（日）焼き芋を焼こう！！
焼き芋を食べながら防災について考えてみます。太陽
熱を利用して調理できる器具とわずかな燃料で煮炊き
できるロケットストーブを NPO 法人こだいらソーラー
からお借りして、ソーラークッキングをします。
１２月１７日（日）もちつき大好き
上記２件はいずれも
【場所】小平市立きつねっぱら公園こどもキャンプ場
【参加費】無料、カンパ一人 100 円（保険代を含む）
【持ち物】タオル、水筒、お皿、箸など本人が必要な
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/

◉「７つの習慣・第８の習慣」学習会10回シリーズ
第７回第８の習慣「自分のボイスを発見するよう人を
奮起させる」〜情熱と才能を解き放つリーダーシップ
ついて学んでみませんか。
【日時】１２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
【後援】小平市社会福祉協議会
【主催・申込・問合せ】NPO小平ハートピア 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。
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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

小平市市民学習奨励学級

【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/

人生最後の選択『任意後見』について考える
医療、介護、財産管理、葬儀・お墓、遺産の処理問題
を整理するヒントを一緒に学んでみませんか。
【日時】１１月１６日（木）14:00〜16:30
【場所】小平市中央公民館学習室４
【参加費】無料
【対象・定員】小平市在住・在勤・在学の方 20 名（先
着順）
【申込】電話もしくはメールで「住所、氏名（ふりが
な）、年齢、電話番号」を明記し、件名を「奨励学級申
込」として問合せ先へ。
【企画・運営】小平市民後見を考える会
【申込・問合せ】由井☎090-8492-4939
E-mail:yui.takashi.8823@gmail.com

熟年いきいき会
♪みんなで唄おう♪
第 51 回「市民うたごえ祭り」
【日時】１１月２１日（火）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

コミュニティカフェ
「おしゃべりサロン」
【日時】１２月７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・問合せ】熟年いきいき会 太田
☎＆Fax 042-341-8604

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

◆

◆

まちウォッチング

災害と再エネ見学会
地域の備えを確認しませんか

【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】代理：市民活動支援センターあすぴあ
☎042-348-2104

災害の時に、我々の住んでいる地域にどのような備え
があるか、自らの足で確認してみませんか。
【日時＆内容】いずれも 10:00〜12:00
①美園地域センターコース：１１月２３日（木・祝）

聞こえない・聞こえにくい方のための交流会

美園地域センター集合→農家訪問→小平第二小→市民共同発
電所５号機「むさし」→美園地域センター

お子さんからご年配の方まで、小平市に住んでいる方
ならどなたでもご参加ください。手話通訳、要約筆記、
ヒアリングループを用意してお待ちしています。
【日時】１１月２５日（土）13:30〜15:30
【場所】小平市中央公民館学習室４
【参加費】無料
【申込】11 月 18 日（土）までに下記問合せ先へ。
【問合せ】川里やすみ Fax042-461-2661
E-mail:syoutyoukyou@gmail.com 佐藤☎042-348-3118

シニア

境

小平市いきいき協働事業

１１月１８日、１２月１６日

◆

環

②津田公民館コース：１１月２５日（土）
津田公民館集合→市民共同発電所２号機「やまびこ」→津田
第二号水源→小平第四小→市民共同発電所１号機

【定員】各 20 名（先着順）
【申込】11 月 22 日（水）までに、住所、電話番号、名
前、コースを問合せ先へ。
【問合せ】NPO 法人こだいらソーラー 西村
☎090-4820-0756 E-mail:kodaira.solar@gmail.com

◆

◆

はじめてのパソコンサークル

男女共同参画

◆

人権（LGBT）講座

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。
１１月１４日 13:30〜15:45 元気村あすぴあ会議室
２１日 9:30〜11:45 中央公民館学習室４
２８日 9:30〜11:45 元気村あすぴあ会議室
１２月 ５日 9:30〜11:45 中央公民館講座室２

私が私らしく生きるって
性の多様性について正しい知識を学びます。
【日時】１２月１０日（日）10:00〜12:00
【場所】元気村おがわ東 男女共同参画センターひらく
【定員】30 名
【主催】LGBT 講座実行委員会、小平市
【申込・問合せ】小平市市民協働・男女参画推進課
☎042-346-9618
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