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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。

５月２６日、６月３０日

雨ニモマケズ

【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

【日時】５月２６日（土）19:20～19:50
【場所】中央公園 雑木林
【費用】無料 投げ銭歓迎。賛同人募集！
【主催】どんぐりの会
【協力】NPO 法人こだいら自由遊びの会、ユーエンジ
ニアリング（株）、（機材協力）国分寺エクスぺリス
【問合せ】e-mail josuidonguri@gmail.com
☎090-2439-7976 オガワ
http://dongurinokai.net/

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。
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）
６月 ７日（木）14:30～津田公民館（500 円）
２４日（日）13:30～永田珈琲
（珈琲付き 1,000 円）
２６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

※雨天で林での開催が難しい場合は 27 日（日）同
時刻。27 日も雨天の場合は同日 19:30～20:00 津田
公民館ホールにて開催
学び舎ユネスコ 教養・文化講座

春の小川とまちづくり
多摩川の自然の水が流れる春の小川・小平用水路網は、
こだいらを潤してきた江戸時代からの贈り物であり、
私たちの心を和ます原風景の素材です。子どもたちが
蛍と遊ぶまち「こだいら」、これからのまちづくりを
ご一緒に考えていきませんか？
【日時】５月２７日（日）
定期総会 13:30～、教養・文化講座 14:20～
【場所】小川公民館 2 階ホール
【講師】小松 隆二さん（学校法人白梅学園理事長）
【主催】学び舎江戸東京ユネスコクラブ
【後援】小平市教育委員会・公益社団法人日本ユネス
コ協会連盟
【問合せ】http://www.unesco.or.jp/manabiya
Fax.042-345-5518

ハープコンサートと自然葬Ｑ＆Ａ
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
【日時】５月２６日（土）13：30～16：30
【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
第 198 回 16 ミリ映画をみる会
This is a

オスプレイ
（ドキュメンタリー映画）

うたごえ in 元気村

〈作品紹介〉尖閣で何かあった時海兵隊は果たして

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

助けにきてくれるのか。前泊博盛、佐藤学、半田滋、
屋良朝苗ら、研究者、ジャーナリストがその問に答
える。藤本幸久・影山あさ子共同監督作品。製作・

５月１５日、６月１９日
◉夜の部：最終月曜日

✐

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

宮澤賢治／作、小林敏也／画、鍵本景子／朗読、植
松葉子／笛、入野智江／パーカッション

第 13 回

報

憲法カフェ＠なかまちテラス

◆

第 18 回月夜の幻燈会

やまなし

情

著作 森の映画社／2017 年／57 分
【日時】５月１９日（土）18:30〜

18:30〜21:00

５月２８日、６月２５日

【場所】小平市中央公民館

【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

【参加費】資料代 300 円（小・中学生無料）
【問合せ】☎042-342-3435 関根

◆
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子ども

◆
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（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
親子で一緒に楽しんでみませんか？
【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 2000 円
＊2 歳以下はお膝抱きで入場可
【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/

（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）

５月１７日（木）10：00～11：45 ベビー、三小
２２日（火）10：00～12:00 はなこ
（鈴木公民館音楽室）
10：00～12：00 だっこ
（中野産婦人科医院）
２５日（金）10:00～12:00 ベビー中央
（中央公民館和室）
３１日（木）10：30～11:45 ベビー☆ママの
ふれあい体操（中央公民館和
室）
6 月 ５日（火）11:00〜12:30 白梅学園大学
白梅
１４日（木）10:00〜12:00 だっこ（中野産婦
人科医院ホール）
【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

子ども食堂

風 鈴 草
風鈴草では、高校生までの子どもの居場所づくりのた
めに 4 月から子ども食堂を始めました。乳幼児から大
人まで、だれもが安心してみんなと一緒にごはんを食
べられる場です。だれでも参加できますので、夕ご飯
をたべにいらしてください。

【日時】５月２５日（金）
、６月２２日（金）

こだはぐカフェ＠鈴木公民館
【日時】５月１５日（火）10:30〜14:30

いずれも、17:30～19:30 予約不要
【費用】こども（高校生以下）0 円、おとな 500 円
※各回 50 食準備しますが、
「売り切れ」の場合はごめ
んなさい。
【場所】みんなの居場所『風鈴草』
小平市津田町 2-29-22
（都営津田団地近く）
【問合せ】☎090-1771-7431 足立

【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）
■看護師さんとのお話会
【講師】ほり かおり（現役看護師）
【時間】11:00〜12:00 （無料）
【申込・参加費】なし
【資料代】詳しくはブログをお読みください。
＊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/

ゆうやけ子どもクラブ父母会

ガレッジセール 開催！！
夏の子ども・大人衣類、食器、おもちゃ、雑貨などを
販売いたします。
【日時】６月２３日（土）12：00〜15：00
＊雨天決行
【場所】ゆうやけ第２子どもクラブ（小平市学園東町
３−３−１８ メゾンセサミ１F）
＊駐車場はありません
【問合せ】☎042−344−0922（平日：14：00〜17：00）

こだいら自由遊びの会
ベーゴマペイント（300 円）やります。マイベーゴマ
で勝負してみよう！ 缶ゴマやロープ遊具など、いつ
もの遊びもあるよ。
【日時・内容】６月１７日（日）10:00～16:00
【場所】小平中央公園東側の林
【参加費】無料、カンパ １人 100 円
【持ち物】水とうなど。お昼ご飯を林で食べる人はお
弁当。汚れてもいい服そうで来てね♪ ベーゴマ、缶
ゴマ、用意してあります。
【当日の連絡先】 足立☎090-1771-7431、
福本☎070-6616-9959
http://kodairaplaypark.com

◆

福

祉

◆

平成 30 年度 市内居場所連絡会
居場所を運営しているが、他の居場所を参考にしたい
方、これから居場所を立ち上げてみたい方
【日時】５月２９日（火）13:30～16:30
【場所】福祉会館 4 階ホール
【講師】宮地成子さん（場所づくり研究所、有限会社

小平こども劇場

プレイス）
【内容】市内の居場所の活動報告、情報交換、助成金

◆鑑賞会「続・たべたいなァ〜／やくそく」
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や保険など、居場所の立ち上げに関する情報提供
【問合せ】小平市社会福祉協議会
☎042-349-0151

〒187-0042 小平市仲町 563-92 加藤浩三事務所内
ＮＰＯ法人 終活支援センター桐中会小平事務所
代表理事 加藤久士
☎090-4418-6437（直通）
ｅ-mail：hisashi-k@tochukai.com
http://www.tochukai.com

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
講演会

「江戸文化・歴史上の秘話」

５月１９日、６月１６日

～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）

【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】☎080-5191-7512 熊倉

ハートピア
すぺーすまいらいふ＆まいわーく事業

第 54 回 ♪みんなで唄いましょう♪

若者が社会参加するために必要なABCを学ぶ支援事業

市民うたごえ祭り

◆ハートピア総会後特別講演会

どなたでも自由に参加できます。いっしょに元気に唄
いましょう♪
【日時】５月２４日（木）13:30～15:30
【場所】中央公民館ホール
【参加費】200 円
【次回開催日】７月２６日（木）

「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

コミュニティーカフェ

◆平成30年度「７つの習慣・第8の習慣」学習会

「おしゃべりサロン」
【日時】６月７日（木）13:30～16:00

１０回シリーズ第２回「依存から自立へ」～主体的で
ある、終わりを思い描くことから始める、最優先事項
を優先するという３つの習慣について学んでみませ
んか。
【日時】６月６日（水）10:00～12:00
【場所】福祉会館第3集会室
【定員】10名
【参加費】無料
以上２つ
【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

◆

シニア

【場所】福祉会館第一集会室（３階）
【資料・お茶代】200 円（会員 100 円）

「伴侶を亡くした人が語り合う会」
６月のテーマ
～心の居心地～
【日時】６月８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！
＜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

◆

終活支援センター桐中会小平事務所
セミナー「市民のための終活準備講座と個
別相談会」（予約制）

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。
５月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
６月 ５日 9:30～11:45 中央公民館学習室 4
１２日 13:30～15:45 元気村あすぴあ会議室
１９日 9:30～11:45 中央公民館学習室 4
２６日 9:30～11:45 元気村あすぴあ会議室

【日時・場所】
５月１９日（土）14：00～小川公民館講座室
５月２５日（金）18：30～上宿公民館学習室２
【内容】①エンディングノートと遺言 ②亡くなった
後の手続き
【講師】①行政書士・宅建士・ファイナンシャルプラ
ンナー 加藤久士 ②葬祭ディレクター 猪熊勇次
郎 ＊参加者の方には「エンディングノート」をプレ
ゼント
【申し込み窓口】042-348-0004 猪熊
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６月１４日（木）

【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

「70 年の時空を超えて出会う若者たち～戦争体
験を次世代へ、世界へ～」
【講師】北川直実 氏・室田元美 氏（編集者・ライタ
ー『若者から若者への手紙 1945←2015』著者）
以上すべて
【時間】13:00～14:30
【場所】小平キャンパス特別教室
【対象】年齢、性別制限なし
【費用】無料
【手続き方法】毎回、本学正門守衛所にて、住所・氏
名等をご記入ください。（満席の場合には、入場をお
断りすることがあります）キャンパス内に保育所（有
料）あり。人数に限りがあります。
【問合せ】津田町 2-1-1 津田塾大学 教務課
☎042-342-5130
FAX．042-342-5131
詳しくは、
www.tsuda.ac.jp/open-college/synthesis/index.ht
ml

◆

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
【場所】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

◆

大学公開講座

◆

白梅学園大学
◆第 12 回白梅子ども学講座
６月２３日（土）13:30～16:00

◆

「ヒューマニズムをどう考えるか―現代における
ヒューマニズム」【講師】平賀明彦副学長・教授
７月７日（土）15:00～17:00
「乳幼児期とヒューマニズム―乳幼児の規範意識
を考える」【講師】近藤幹生学長
７月２１日（土）13:30～16:00
「児童期とヒューマニズム―児童期の道徳につい
て考える」【講師】須川公央准教授
【場所】白梅学園大学・同短期大学
【定員】100 人 【受講料】3,000 円
◆高齢者のための生涯学習講座
歌で英語を楽しく学ぼう
８月２０日（月）、２２日（水）、２４日（金）
10:00～11:30
詳しくは、
http://daigaku.shiraume.ac.jp/openlecture

会員募集

◆

昔あそび応援団

昔あそびを楽しむ仲間“大募集”
おてだま、こままわし、けんだま、たけがえし、ぶん
ぶんごま、あやとりなど。昔あそび応援団は、おもに
シルバー大学ＯＢが小学校の放課後子ども教室・授業
等で、児童たちと一緒に楽しむ活動をしています。
下記では、簡単な遊具づくりもしています。見学をお
待ちしています。
【活動日】原則 毎月第 1 水曜日 9:30～12:00
【場所】中央公民館工作室
【問合せ】☎042-323-1977 菊地征夫
e-mail ymg.kikuchi@celery.ocn.ne.jp

小平市けやきの会
「心の病気」を持つ者の家族の会です。親亡きあ

津田塾大学
公開講座（総合）第１ターム

との不安・心配など家族の悩みを話し合いながら勉
強し励ましあう親睦会でもあります。一人で悩まず

５月１７日（木）

に、私たちの会に参加してみませんか。ボランティ

「今を生きる〜しなやかな武士道〜」
【講師】宮内美樹 氏（観世流シテ方能楽師）
５月２４日（木）
「『自己理解』とあなたの可能性」
【講師】吉野なお 氏（プラスサイズモデル）
５月３１日（木）
「間接、バナナ、滑りの科学」”Joint, banana and
the tribology"
【講師】馬渕 清資 氏（北里大学名誉教授）
６月７日（木）タイトル：未定
【講師】窪 咲子 氏

アの参加も歓迎します。
【例会】毎月 1 回
施設見学会 ５月１７日（木）10:00～14:00
家族相談会 ６月 ９日（土）13:30～生活
支援センターあさやけ
【会費】年 3,000 円（月 250 円）
【連絡先】精神障害者地域生活支援センターあさや
け（小川東町 4-2-1 小平元気村おがわ東）
☎042-345-1741
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✎

イ

ベ

ン

ト

情

◆

文

化

◆

報

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。

✐

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

５月２６日、６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】☎042-325-2339 坂口
e-mail:yoko_sak@qa2.so-net.ne.jp

第 18 回月夜の幻燈会

やまなし

雨ニモマケズ

宮沢賢治／作、小林敏也／画、鍵本葉子／笛、入野
智江／パーカッション
【日時】５月２６日（土）19:20～19:50
【場所】中央公園 雑木林
【費用】無料 投げ銭歓迎。賛同人募集！
【主催】どんぐりの会
【協力】NPO 法人こだいら自由遊びの会、ユーエンジ
ニアリング（株）、（機材協力）国分寺エクスぺリス
【問合せ】e-mail josuidonguri@gmail.com
☎090-2439-7976 オガワ
http://dongurinokai.net/

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。
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）
６月 ７日（木）14:30～津田公民館（500 円）
２４日（日）13:30～永田珈琲
（珈琲付き 1,000 円）
２６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

※雨天で林での開催が難しい場合は 27 日（日）同
時刻。27 日も雨天の場合は同日 19:30～20:00 津田
公民館ホールにて開催
第 13 回

学び舎ユネスコ 教養・文化講座

春の小川とまちづくり
多摩川の自然の水が流れる春の小川・小平用水路網は、
こだいらを潤してきた江戸時代からの贈り物であり、
私たちの心を和ます原風景の素材です。子どもたちが
蛍と遊ぶまち「こだいら」、これからのまちづくりを
ご一緒に考えていきませんか？
【日時】５月２７日（日）
定期総会 13:30～、教養・文化講座 14:20～
【場所】小川公民館 2 階ホール
【講師】小松 隆二さん（学校法人白梅学園理事長）
【主催】学び舎江戸東京ユネスコクラブ
【後援】小平市教育委員会・公益社団法人日本ユネス
コ協会連盟
【問合せ】http://www.unesco.or.jp/manabiya
Fax.042-345-5518

ハープコンサートと自然葬Ｑ＆Ａ
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
【日時】５月２６日（土）13：30～16：30
【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
第 198 回 16 ミリ映画をみる会
This is a

オスプレイ
（ドキュメンタリー映画）

〈作品紹介〉尖閣で何かあった時海兵隊は果たして

うたごえ in 元気村

助けにきてくれるのか。前泊博盛、佐藤学、半田滋、

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

屋良朝苗ら、研究者、ジャーナリストがその問に答
える。藤本幸久・影山あさ子共同監督作品。製作・
著作 森の映画社／2017 年／57 分
【日時】５月１９日（土）18:30〜

５月１５日、６月１９日
◉夜の部：最終月曜日

【場所】小平市中央公民館

18:30〜21:00

【参加費】資料代 300 円（小・中学生無料）

５月２８日、６月２５日

【問合せ】☎042-342-3435 関根

【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

◆

憲法カフェ＠なかまちテラス
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子ども

◆

き ら ら

（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
親子で一緒に楽しんでみませんか？
【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 2000 円
＊2 歳以下はお膝抱きで入場可
【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/

（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）

５月１７日（木）10：00～11：45 ベビー、三小
２２日（火）10：00～12:00 はなこ
（鈴木公民館音楽室）
10：00～12：00 だっこ
（中野産婦人科医院）
２５日（金）10:00～12:00 ベビー中央
（中央公民館和室）
３１日（木）10：30～11:45 ベビー☆ママの
ふれあい体操（中央公民館和
室）
6 月 ５日（火）11:00〜12:30 白梅学園大学
白梅
１４日（木）10:00〜12:00 だっこ（中野産婦
人科医院ホール）
【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

子ども食堂

風 鈴 草
風鈴草では、高校生までの子どもの居場所づくりのた
めに 4 月から子ども食堂を始めました。乳幼児から大
人まで、だれもが安心してみんなと一緒にごはんを食
べられる場です。だれでも参加できますので、夕ご飯
をたべにいらしてください。

【日時】５月２５日（金）
、６月２２日（金）

こだはぐカフェ＠鈴木公民館
【日時】５月１５日（火）10:30〜14:30

いずれも、17:30～19:30 予約不要
【費用】こども（高校生以下）0 円、おとな 500 円
※各回 50 食準備しますが、
「売り切れ」の場合はごめ
んなさい。
【場所】みんなの居場所『風鈴草』
小平市津田町 2-29-22
（都営津田団地近く）
【問合せ】☎090-1771-7431 足立

【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）
■看護師さんとのお話会
【講師】ほり かおり（現役看護師）
【時間】11:00〜12:00 （無料）
【申込・参加費】なし
【資料代】詳しくはブログをお読みください。
＊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/

ゆうやけ子どもクラブ父母会

ガレッジセール 開催！！
夏の子ども・大人衣類、食器、おもちゃ、雑貨などを
販売いたします。
【日時】６月２３日（土）12：00〜15：00
＊雨天決行
【場所】ゆうやけ第２子どもクラブ（小平市学園東町
３−３−１８ メゾンセサミ１F）
＊駐車場はありません
【問合せ】☎042−344−0922（平日：14：00〜17：00）

こだいら自由遊びの会
ベーゴマペイント（300 円）やります。マイベーゴマ
で勝負してみよう！ 缶ゴマやロープ遊具など、いつ
もの遊びもあるよ。
【日時・内容】６月１７日（日）10:00～16:00
【場所】小平中央公園東側の林
【参加費】無料、カンパ １人 100 円
【持ち物】水とうなど。お昼ご飯を林で食べる人はお
弁当。汚れてもいい服そうで来てね♪ ベーゴマ、缶
ゴマ、用意してあります。
【当日の連絡先】 足立☎090-1771-7431、
福本☎070-6616-9959
http://www.playpark.jp/asobibasien/

◆

福

祉

◆

平成 30 年度 市内居場所連絡会
居場所を運営しているが、他の居場所を参考にしたい
方、これから居場所を立ち上げてみたい方
【日時】５月２９日（火）13:30～16:30
【場所】福祉会館 4 階ホール
【講師】宮地成子さん（場所づくり研究所、有限会社
プレイス）
【内容】市内の居場所の活動報告、情報交換、助成金

小平こども劇場
◆鑑賞会「続・たべたいなァ〜／やくそく」
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や保険など、居場所の立ち上げに関する情報提供
【問合せ】小平市社会福祉協議会
☎042-349-0151

【申し込み窓口】042-348-0004 猪熊
〒187-0042 小平市仲町 563-92 加藤浩三事務所内
ＮＰＯ法人 終活支援センター桐中会小平事務所
代表理事 加藤久士
☎090-4418-6437（直通）
ｅ-mail hisashi-k@tochukai.com
http://www.tochukai.com

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
講演会

５月１９日、６月１６日

「江戸文化・歴史上の秘話」

【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

～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）

ハートピア
すぺーすまいらいふ＆まいわーく事業

第 54 回 ♪みんなで唄いましょう♪

若者が社会参加するために必要なABCを学ぶ支援事業

市民うたごえ祭り

◆ハートピア総会後特別講演会

どなたでも自由に参加できます。いっしょに元気に唄
いましょう♪
【日時】５月２４日（木）13:30～15:30
【場所】中央公民館ホール
【参加費】200 円
【次回開催日】７月２６日（木）

「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

コミュニティーカフェ

◆平成30年度「７つの習慣・第8の習慣」学習会

「おしゃべりサロン」

１０回シリーズ第２回「依存から自立へ」～主体的で
ある、終わりを思い描くことから始める、最優先事項
を優先するという３つの習慣について学んでみませ
んか。
【日時】６月６日（水）10:00～12:00
【場所】福祉会館第3集会室
【定員】10名
【参加費】無料
以上２つ
【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

◆

シニア

【日時】６月７日（木）13:30～16:00
【場所】福祉会館第一集会室（３階）
【資料・お茶代】200 円（会員 100 円）

「伴侶を亡くした人が語り合う会」
６月のテーマ
～心の居心地～
【日時】６月８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！
＜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

◆

終活支援センター桐中会小平事務所
セミナー「市民のための終活準備講座と個
別相談会」（予約制）

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。
５月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
６月 ５日 9:30～11:45 中央公民館学習室 4
１２日 13:30～15:45 元気村あすぴあ会議室
１９日 9:30～11:45 中央公民館学習室 4
２６日 9:30～11:45 元気村あすぴあ会議室

【日時・場所】
５月１９日（土）14：00～小川公民館講座室
５月２５日（金）18：30～上宿公民館学習室２
【内容】①エンディングノートと遺言 ②亡くなった
後の手続き
【講師】①行政書士・宅建士・ファイナンシャルプラ
ンナー 加藤久士 ②葬祭ディレクター 猪熊勇次
郎 ＊参加者の方には「エンディングノート」をプレ
ゼント
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【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

【講師】窪 咲子 氏

６月１４日（木）
「70 年の時空を超えて出会う若者たち～戦争体
験を次世代へ、世界へ～」
【講師】北川直実 氏・室田元美 氏（編集者・ライタ
ー『若者から若者への手紙 1945←2015』著者）
以上すべて
【時間】13:00～14:30
【場所】小平キャンパス特別教室
【対象】年齢・性別等制限なし
【費用】無料
【手続方法】毎回、本学正門守衛所にて、住所・氏名
等をご記入ください。（満席の場合には、入場をお断
りすることがあります。）キャンパス内に保育所（有
料）あり。人数に限りがあります。
【問合せ】津田町 2-1-1 津田塾大学 教務課
☎TEL．
042-342-5130
FAX．042-342-5131
詳しくは、
www.tsuda.ac.jp/open-college/synthesis/index.ht
ml

◆

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
【場所】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

◆

大学公開講座

◆

白梅学園大学

◆第 12 回白梅子ども学講座
６月２３日（土）13:30～16:00

◆

「ヒューマニズムをどう考えるか―現代における
ヒューマニズム」【講師】平賀明彦副学長・教授
７月７日（土）15:00～17:00
「乳幼児期とヒューマニズム―乳幼児の規範意識
を考える」【講師】近藤幹生学長
７月２１日（土）13:30～16:00
「児童期とヒューマニズム―児童期の道徳につい
て考える」【講師】須川公央准教授
【定員】100 人 【受講料】3,000 円

会員募集

◆

昔あそび応援団

昔あそびを楽しむ仲間“大募集”
おてだま、こままわし、けんだま、たけがえし、ぶん
ぶんごま、あやとりなど。昔あそび応援団は、おもに
シルバー大学ＯＢが小学校の放課後子ども教室・授業
等で、児童たちと一緒に楽しむ活動をしています。
下記では、簡単な遊具づくりもしています。見学をお
待ちしています。
【活動日】原則 毎月第 1 水曜日 9:00～12:00
【場所】中央公民館工作室
【問合せ】☎042-323-1977 菊地征夫
e-mail ymg.kikuchi@celery.ocn.ne.jp

◆高齢者のための生涯学習講座
歌で英語を楽しく学ぼう

８月２０日（月）、２２日（水）、２４日（金）
10:00～11:30
【定員】40 名
【受講料】2,000 円（全 3 回）
以上 2 件【場所】白梅学園大学・白梅学園短期大学
詳しくは、
http://daigaku.shiraume.ac.jp/openlecture

小平市けやきの会
「心の病気」を持つ者の家族の会です。親亡きあと
の不安・心配など家族の悩みを話し合いながら勉強
し励ましあう親睦会でもあります。一人で悩まずに、
私たちの会に参加してみませんか。ボランティアの
参加も歓迎します。
【例会】毎月 1 回
施設見学会 ５月１７日（木）10:00～14:00
家族相談会 ６月 ９日（土）13:30～生活
支援センターあさやけ
【会費】年 3,000 円（月 250 円）
【連絡先】精神障害者地域生活支援センターあさや
け（小川東町 4-2-1 小平元気村おがわ東）
☎042-345-1741

津田塾大学

公開講座（総合）第１ターム
５月１７日（木）
「今を生きる〜しなやかな武士道〜」
【講師】宮内美樹 氏（観世流シテ方能楽師）
５月２４日（木）
「『自己理解』とあなたの可能性」
【講師】吉野なお 氏（プラスサイズモデル）
５月３１日（木）
「間接、バナナ、滑りの科学」”Joint, banana and
the tribology"
【講師】馬渕 清資 氏（北里大学名誉教授）
６月７日（木）タイトル：未定
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