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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。

映画上映会

コスタリカの奇跡
うたごえ in 元気村

―積極的平和国家のつくり方―

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】◉昼の部：第３火曜日 13:30〜15:30

1948 年に軍隊を廃止。軍事予算を社会福祉に充て、
国民の幸福度を最大化する道を選んだコスタリカ
の奇跡に迫ったドキュメンタリー
【日時】５月１２日（土）

４月１７日、５月１５日
◉夜の部：最終月曜日

①13：15～14：45、②15：15～16：45

18:30〜21:00

４月３０日、５月２８日

【場所】中央公民館ホール
【資料代】500 円

【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】☎090-4947-5393 村瀬

【主催】萩山・小川団地九条の会
【連絡先】☎042-343-8818 高橋

憲法カフェ＠なかまちテラス

ハープコンサートと自然葬Ｑ＆Ａ

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

第 1 部：ハープ演奏とトーク 栗原千晶
第 2 部：自然葬Ｑ＆Ａ ビデオ上映

４月２８日、５月２６日

【日時】５月２６日（土）13：30～16：30

【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】☎042-325-2339 坂口
e-mail:yoko_sak@qa2.so-net.ne.jp

【場所】中央公民館ホール
【主催】ＮＰＯ法人葬送の自由をすすめる会
【問合せ】☎042-343-9542 小平連絡会・関
e-mail：yo_94sekiiris@ybb.ne.jp

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。
４月１８日（水）14：30～津田公民館（500 円）
２４日（火）13:30〜永田珈琲（珈琲付 1,000 円）
２６日（木）10：50～小川町 2 丁目児童館
５月１９日（土）11：00～中島地域センター
２０日（日）13:30〜永田珈琲（珈琲付 1,000 円）
２３日（水）14：30～津田公民館（500 円）
２９日（火）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

サマータンゴコンサート
ＬＬＡＮＯ ＴＡＮＧＯ
小平から誕生したタンゴバンド、ジャノタンゴの 2018
サマーコンサートです。
熊田洋（ピアノ）、東谷健司（コントラバス）
近藤久美子（ヴァイオリン）、北村聡（バンドネオン）
【日時】４月２９日（日）15:00～
【場所】中央公民館ホール
【チケット代】2,000 円
【予約・問合せ】ファーメイ ☎042-308-0903 笹尾
e-mail 0931431001@jcom.home.ne.jp
https://famei2016.jimdo.com/

アイデア発明井戸端お茶会議
【日時】４月１４日（土）9：00～12：00（予定）

会員募集

Ritmo b r a s i l e ｉ r o！
ブラジルのリズムを楽しもう

※毎月土曜日か日曜日開催
【場所】小平市民活動支援センターあすぴあ会議室
【参加費（材料費）】初回 1000 円 以降 500 円
※事前にご連絡ください。日時・会場が代わる可能性
があります。
【主催】アイデア発明クラブ
いんでん
【申込・問合せ】☎042-348-8155（院 田 忠博）
e-mail indahonnke@yahoo.co.jp

ブラジル音楽のパーカッショニスト大野有子さん
にブラジル音楽やジャズとの融合をお話いただき、
ボサノヴァやサンバのリズムを体感しましょう！
【日時】４月２２日（日）14:00～16:00
【場所】中央公民館視聴覚室
【主催】ザ・小平 Jazz 座
【会費】1 回 大人 500 円、小学生以下無料
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【連絡先】Facebook ＠jazzKodaira
e-mail jazzkodaira@gmail.com
☎080-4494-5757

＊ランチ＊12:00〜 500 円 食券販売は 10:30〜（数
に限りがありますのでお早めに。）
【主催】小平はぐくみプロジェクト
【問合せ】ｅ-mail:kodahugml@gmail.com
http://kodahug.com/

健康マージャン講座説明会

賭けないマージャンの歩みと、初心者でも覚えられ
るコツや楽しみ方をお話します。
【日時】４月１８日（水）10:15～
【場所】リオンホール（cocobunji ＷＥＳＴ５階)
終了後国分寺の会場見学会 【費用】100 円

こだいら自由遊びの会
【日時・内容】10:00〜16:00 ごろまで（出入り自由）

４月１５日（日）中央公園の雑木林で釘さし大
会。13：30 頃スタート。エントリーは声をかけて
ね。
【場所】小平中央公園の体育館の東の林
【参加費】無料、カンパ １人 100 円
【持ち物】タオル、水筒など自分が必要なもの。汚
れてもいい服で！
【当日の連絡先】 足立☎090-1771-7431、
福本☎070-6616-9959
http://www.playpark.jp/asobibasien/

健康マージャン入門講座
【日時】①小平市５月１０日～（第 2、4、5 木
曜日）定員 20 人（男性も可）、②国分寺市５月１
６日～（第 1、3、5 水曜日）定員 16 人（女性限
定）どちらも 5 月～9 月の月 2 回予定（全 10 回）
9:50～11:50
【場所】①小平市中央公民館、②都営本町 4 丁目ア
パート集会室（国分寺市本町 4 丁目 17-1）
【費用】10 回で 10,000 円（初回のみ別途テキスト
代 1,000 円） 【対象】初心者
【講師】本田辰也（健康麻将Ａｸﾗｽ、麻将連合プロ）
【申込・問合せ】☎042-207-0693 健康麻将Ａ空間

◆

子ども

小平こども劇場
◆こどもまつり
「25 周年こどもまつり
春の空気をたべたいなァ～」
春の１日、小金井公園で子どもも大人も思いっきり
遊びましょう！ゲームやレクダンス、パン食い競争
など盛りだくさん。
【日時】５月６日(日)10：00～15：00
＊雨天の場合は１３日（日）に延期。
【場所】 小金井公園 つつじ山広場
【参加費】無料 どなたでも参加できます。
◆鑑賞会「続・たべたいなァ～／やくそく」
（人形劇団 夢知遊座）
いっぱいわらって ちょっぴりせつない 愛らし
い人形たちが繰り広げる こころ育む人形劇
【日時】５月２７日（日）14:00 開演
【場所】ルネこだいら レセプションホール
【対象】幼児・小学生向き
【参加費】大人・こども（3 歳以上）共通 2,000 円
＊2 歳以下はお膝抱きで入場可
以上の【申込・問合せ】NPO 法人小平こども劇場
☎＆FAX:042-347-7211
e-mail: info@kodaira-kogeki.org
http://kodaira-kogeki.org/

◆

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）

４月１２日（木）10:00〜12:00

だっこ
（中野産婦人科医院）
１９日（木）10：00～11：45 ベビー三小
２４日（火）10：00～12:00 はなこ
（鈴木公民館音楽室）
10：00～12：00 だっこ
２７日（金）10：30～11:45 ベビー☆ママの
ふれあい体操（鈴木公民館和
室）
10:00～12:00 ベビー中央
（中央公民館和室）
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

親子で手打ちうどんづくりの会
【日時】４月２４日（火）9:45～11:30

こだはぐカフェ＠鈴木公民館
【日時】４月１７日（火）10:30〜14:30

【場所】中央公民館実習室
【定員】15 組（要申込）
【申込・問合せ】ここ☆ちあーず
ameblo.jp/kococheers/
※詳細・申込方法は、「ここ☆ちあーず」のブログ
をご確認ください。

【場所】小平市鈴木公民館学習室２
【参加費】100 円（お茶＆お菓子付き）
■「親子 de 英語 はじめのいっぽ」
【講師】とみた まりこ
（おうち de 英語認定こそだて英語講師）
【時間】11:00〜12:00 （無料）
【申込・参加費】なし

ここ☆コワーキングの会

【日時】４月１３日（金）、２５日（水）
9:30～11:30
【会場】喜平地域センター・和室
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【定員】保育の定員は 4 人まで
【参加費】お子様 1 人につき、保育料 500 円＋運営
費 100 円
【申込み・問合せ】ameblo.jp/kococheers/
※詳細は「ここ☆ちあーず」のブログへ。

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
【日時】４月１８日（水）10：00～12：00
第１回「聴くこと」〜相手が「話そう」という気持ち
になる聴き方
【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）
【場所】小平市福祉会館第３集会室
【定員】10名
【参加費】無料

福島キッズ保養プロジェクト
福島の子どもを小平に招待します。
第 8 回目の保養です。小平の子どもたちも大歓迎
です！一緒に遊びましょう！ 中央公園の雑木林
で遊びます。雨天の場合は白梅学園大学の体育館
【日時】５月３日（木・祝）〜５日（土・祝）
【募集】ボランティア募集中！
【問合せ】☎090−6033−5524 細江

◆ハートピア総会後特別講演会
「日本と小平の未来」～ＮＴＴ情報通信・日欧の最前
線でご活躍、その後小平市議４年目の新しい感覚で、
日本と小平の未来について語っていただきます。
【講師】竹井よう子氏（小平市議会議員）
【日時】５月２４日（木）10：30～12：00
【場所】福祉会館第2集会室
【定員】20名、【参加費】無料
【主催・申込・問合せ】NPO小平ハートピア
☎＆Fax 042-401-8833 永瀬
ｅ-mail：heartpia@wish.ocn.ne.jp

ＤＶＤ上映会

もがれた翼 パート２４
ヒーローたちのラプソディ
今回上映する「ヒーローたちのラプソディ」は、少
年事件と少年の更生をテーマにした最新作です。
【日時】５月８日（火）10:00～12:00
【場所】中央公民館視聴覚室
【費用】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

◆

福

祉

バリアフリーダンスパーティー
聴覚障がいの方、車椅子の方、高齢者の方、そしてす
べての皆様方が、共にダンスを楽しむことをモットー
にしたパーティーです。
【日時】４月２１日（土）13：00～16：00
【場所】福祉会館５階市民ホール
【入場料】300円（飲み物付き）
【主催】あひるのたまご（聞こえない人と一緒に、社
交ダンスのレッスンをしています）、小平車椅子ダン
スの会（介護用車椅子を使い、健常者、障がい者共に
楽しく社交ダンスをしています）
【後援】小平市社会福祉協議会
【協力】要約筆記サークルほおずき、手話サークル火曜会
【連絡先】☎042-343-7226 大木

◆

おだまき春のさき織り展
織りのメンバーが織った、春の暖かく穏やかな風や
陽光を連想させるさき織りバッグや小物を多数取
り揃えています
【日時】４月１２日（木）〜１７日（火）
11:00〜18:00
最終日は 17:00 まで
【場所】ギャラリーゆりの木（国立市東 1-15-20）
【問合せ】社会福祉法人つむぎ おだまき工房
☎＆Fax 042-341-7107
https://odamaki.jimdo.com

◆

シニア

◆

熟年いきいき会
「伴侶を亡くした人が語り合う会」
４月のテーマ
～孤独の楽しみ方～
【日時】４月１３日（金）13：30～16：00
【場所】中央公民館学習室３（２階）
【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

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

コミュニティカフェ

４月２１日、５月１９日

「おしゃべりサロン」

【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

【日時】５月７日（月）13：30～16：00
【場所】福祉会館第１集会室（３階）
【資料・お茶代】200 円（会員 100 円）

講演会
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「江戸文化・歴史上の秘話」

脳の活性化に最適！ 弾いて、歌って、喋って・・
楽しい時をご一緒しませんか？ 見学・体験可（要

～史実と異なる事例を上げて考察～
【講師】清水春樹（文京学院大学名誉教授）
【日時】５月１６日（水）13：30～16：00
【場所】福祉会館第１集会室（３階）
【資料・お茶代】200 円（会員 100 円）
＜上記共通事項＞ 自由参加・予約不要
【主催】熟年いきいき会
【問合せ】☎042-341-8604 太田

予約）

【日時・場所】①中央公民館 第２、４（木）
10:30～11:30、②ルネこだいら 第１、３（水）
10:30～11:30、③上水新町地域センター 第２、
４ 午後
【会費】月 2,000 円（①、②、③を選択）
【連絡先】☎090-4295-5867 安田

はじめてのパソコンサークル

歌あそびの会
【日時】毎月第 1 火曜日（但し 1 月、8 月は休

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。
４月１７日 9:30～11:45 中央公民館 学習室 4
２４日 9:30～11:45 元気村あすぴあ会議室
５月 １日 9:30～11:45 中央公民館 学習室 4
８日 13:30～15:45 元気村あすぴあ会議室
１５日 9:30～11:45 元気村あすぴあ会議室
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/

◆ 環

境

会）に、唱歌、童謡、ポップス、懐メロ等々を歌い続
けて 30 年。ピアノ、エレクトーンの生演奏にのって、
大きな声で歌ってみませんか？
【時間】13：30～15:00
【場所】中央公民館 2 階ホール
※悪天候・会場の都合で変更・休会の場合あり。
【参加費】無料（歌集代 500 円 初回のみ）
【問合せ】☎042-344-0505 石川

第 24 回こだいら平和コンサート

合唱団どれみ 団員募集
今年のテーマ「うたい続けよう 自由と平和を」
合唱団員はまだまだ募集中です。
【団費】大人：月 2,000 円、高校・大学生:月 1,000
円、子ども：月 500 円
【練習日】４月１７日（火）19：00～東部市民セ
ンター、２０日（金）19：00～小平第六小学校、
２７日（金）19：00～東部市民センター
【問合せ】☎042-344-4575 堀川、042-343-2011 西

◆

学習会

どうしたら出来るごみの減量？
【日時】５月９日(水)13:30～15:30
【場所】福祉会館第 3 集会室
【費用】無料
【内容】小平市環境資源循環課の出前講座と意見交換
【主催】新日本婦人の会小平支部
【問合せ】☎042-344-4014（月火水金 10 時～16 時）

◆ 他 市 の情 報 ◆

わが家の災害対応ワークショップ
【主催】
（一社） ピースボート災害ボランティアセン
ター(PBV)
【日時】４月２１日（土）14:00～15:30
【趣旨】具体的に「わが家」で役に立つ災害対応や備
えを考えます。90 分のワークショップ。初心者歓迎
【場所】新宿 NPO 協働推進センター 501 会議室（新
宿区高田馬場 4－36－12 ）
【参加費】500 円
【締切】4 月 20 日（金）
【申込み方法】 オンラインフォームより予約
【詳細】 http://pbv.or.jp/wagaya

さよなら原発ビデオ上映会
① ＮＨＫスペシャル『激変する世界ビジネス“脱炭素革
命”の衝撃』（50 分）
【日時】４月２１日（土）13:30～16:30
② 被ばく医師、肥田舜太郎さんの『遺言』を聞く（94
分）
【日時】５月２６日（土）13:30～16:30
どちらも会場は小平元気村おがわ東
【主催】さよなら原発オール小平をめざす会
【連絡先】☎090-4947-5393 村瀬
e-mail ymurase@kce.biglobe.ne.jp

◆

会員募集

これからの NPO・市民活動を考えよう
～はじめたい人・悩んでいる人・次につなぎたい人～
【日時】５月１９日（土）10：00～12:00
【場所】府中市市民活動センター プラッツ
【講師】富永一夫氏「NPO フュージョン長池」会長
※講座終了後に講師と直接お話のできる懇親会あり

◆

健康ピアノの会
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※申込フォーマット https://goo.gl/4kG78x
【定員】30 名 先着順 【参加費】1,000 円
【問合せ】☎042-319-9703、fax.042-319-9714
e-mail moshikomi@fuchu-platz.jp
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