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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。

ゆうやけ第３子どもクラブ父母会ガレッジセール

◆

子ども・大人衣類、食器、おもちゃ、雑貨等を販売し
ます。＊雨天決行
【日時】２月２５日（土）12:00〜15:00
【場所】ゆうやけ第３子どもクラブ（鈴木町 1-291-2）
☎042-312-3471（平日 14:00〜17:00）

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。

２月１４日（火）14:30〜永田珈琲（珈琲付 1,000 円）
１５日（水）15:00〜津田公民館（500 円）
３月 ２日（木）11:00〜上水本町地域センター
８日（水）14:00〜津田公民館（500 円）
１９日（日）11:20〜小川町二丁目児童館
２６日（日）13:30〜永田珈琲（珈琲付 1,000 円）
２９日（水）11:00〜天神地域センター

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

２月２５日、３月２５日
【場所】なかまちテラス
【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

【問合せ】バイオリンの音を楽しむ会（黒澤）
☎&Fax 042-341-3457
第 10 回学び舎ユネスコ教養・文化講座

水の恩恵を受けた人々のつながり

小平こども劇場

〜砂川用水と小平用水〜

◆創作歌舞伎「牛若丸」 併演「歌舞伎の楽しさ」
前進座創立85周年記念公演。解説付きの華やかな歌舞

二部構成で、
「プロジェクト未来遺産」登録までの歩み
と、
「玉川上水と砂川用水・小平用水の歴史」について
学びます。
【日時】２月１８日（土）13:30〜16:00
【場所】小平市中央公民館講座室２
【定員】60 名【参加費】300 円（資料代）
【主催】学び舎江戸東京ユネスコクラブ
【問合せ】事務局 Fax042-208-6518
第 187 回

伎の舞台を親子でお楽しみください。
【日時】３月４日(土)18：30開演（上演1時間55分）
【場所】ルネこだいら大ホール
【対象】小学生～（３歳から入場可）
【参加費】ひとり4000円 （３歳以上、大人子ども同額）
◆高坂さとし一人語り「いのり」プレイベント

「チェルノブイリからフクシマへ…」
「忘れない3.11展」内で、演者・高坂氏と絵本「カリ
ーナのりんご」の作者・堀切リエ氏のトークショーを

16 ミリ映画をみる会
と

き

時代を撃て多喜二

行います。＊本公演は４月４日（火）

〈作品紹介〉銀行に勤めながら小説「蟹工船」などを書

【日時】３月８日(水）10：30～11：40
【場所】小平市中央公民館視聴覚室
【対象】大人【参加費】資料代200円

いて世界に知られた作家。特高警察に捕らえられてそ
の日のうちに殺され、その作品は“国禁の書”として
抹殺されてきた。その生涯を俳優や映画評論家、詩人
などがさまざまな角度から語ります。2006 年制作、88 分
【日時】２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

上記２件とも【主催・申込・問合せ】
NPO法人小平こども劇場 ☎＆FAX 042-347-7211
E-mail:kodaira.kodomo.2016@soleil.ocn.ne.jp
http://www.ab.auone-net.jp/~gekijyo/index.html
小平親と子のよい映画をみる会
こ

うたごえ in 元気村

映画上映

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。
【日時】⦿毎月第三火曜日 13:30〜15:30

〈作品紹介〉場面緘黙症の心の悲しみを抱えた少女、
貧困から様々な問題を引き起こす少年の絶望と苦しみ
など、子どもたちの困難に寄り添い、子どもと共に生
き子どもへの愛情を貫いた教師の物語。＊場面緘黙（ば

２月２１日、３月２１日
⦿毎月最終月曜日

ち

校庭に東風吹いて

めんかんもく）とは、家庭では話せるのに学校や幼稚園など

18:30〜21:00

ある特定の場面・状況では話せなくなる現象

２月２７日、３月２７日

【日時】３月１０日（金）①10:30〜12:30
〜16:00 ③18:30〜20:30
【日時】ルネこだいら中ホール

【場所】小平元気村おがわ東第２会議室（予定）
【参加費】500 円
【問合せ】村瀬☎042-344-5985、荻島☎042-345-4403
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②14:00

【参加費】大人 1,000 円、小・中・高校生・障がい者・
介助者 800 円
【主催】小平親と子のよい映画をみる会
【問合せ】上村☎＆Fax 042-343-8087

【場所】小平市立子どもキャンプ場きつねっぱら公園
【参加費】無料、カンパ１人 100 円以上お願いします
（保険代を含む）
【持ち物】食器、タオル、水筒など自分が必要なもの。
【主催】NPO こだいら自由遊びの会
【当日の連絡先】足立 ☎090-1771-7431
http://plaza.rakuten.co.jp/kodairaplaypark/

第19回チャリティ古本市
純益金は、小平市立図書館や東日本大震災の被災地図
書館に寄付します。あなたの読み終わった本を寄付し
て下さい（ただし、週刊誌類、古い百科辞典、CD・カ
セットテープを除く）。無料引換券を進呈します。
【日時】３月２５日（土）10:00〜17:00
２６日（日）10:00〜15:00
【場所】小平市中央公民館ギャラリー
★寄付本収集日：３月２２日（水）〜２４日（金）
10:00〜16:00 中央公民館ギャラリー
【主催】小平図書館友の会
【問合せ】伊藤☎090-1707-0860

◆

子

ど

も

こだはぐカフェ＠鈴木公民館
【日時】２月２１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（お茶とお菓子付き）
◆２月のお楽しみ企画は…11:00〜12:00「家族の腸内
環境を整える！☆麹パワーの魅力☆」講師：ツルタジ
ュンコさん（ボディケアセラピスト、食育インストラ
クター）参加費 500 円、定員 15 名（要申込）
＊下記の申込フォームよりお申し込みください。
https://ssl.form-mailer.jp/fms/28057639432356
【主催】小平はぐくみプロジェクト
【問合せ】橋本☎090-5526-2944
E-mail:contact@kodahug.com http://kodahagu.com/

◆

きららの予定
（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）

２月１６日（木）10:00〜11:45 ベビー三小
２１日（火）ベビー四小
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）
３月 ７日（火）11:00〜12:30 白梅（白梅学園大学）
９日（木）だっこ（中野産婦人科医院）

第３回

ここゼミ

災害時、子ども一緒に、どう動く
震災は身近にあります。子どもを守り、子ども自身も
自分を守る力を身に付けましょう。
講師：天寺純香さん（災害救援ボランティア推進委員
会事務局長代理）
【日時】３月６日（月）13:30〜16:00
【場所】小平市福祉会館第二集会室
【定員】30 名（先着順、要申込、3/4〆切）
【参加費】資料代 500 円（18 歳以下のお子様は無料）
【申込】E-mail:cocoplat.kodaira@gmail.com
【主催・問合せ】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〜
＊この活動は公益社団法人オラクル有志の会ボランテ
◆ シニア ◆
ィア基金の助成事業です。

◉絵本と育ばな ちょこっとわらべうた
３月 ２日（木）10:30〜12:00 中野産婦人科医院
時間内出入り自由、無料
【申込み・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

よるカフェふたば
テーマ「子どもにとって『学び』とは？」
貧困の連鎖を断ち切るために、子どもたちの“学習支
援”の重要性が謳われています。児童養護施設等での
学習支援事業を行っている NPO 法人 3keys 代表の森山
誉恵さんをゲストにお招きし、子どもたちにとって『学
び』がなぜ大切なのか、皆さんと一緒に考えたいと思
います。
【日時】２月１９日（日）19:00〜21:00
【場所】二葉むさしが丘学園（小平市鈴木町 1-62-1）
【定員】20 名（要申込、先着）【参加費】無料
【主催・申込・問合せ】二葉むさしが丘学園
☎042-344-9911
E-mail:m.takemura@futaba-yuka.or.jp

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。
２月１４日 13:30〜16:00 あすぴあ会議室
２１日 9:30〜12:00 中央公民館学習室４
２８日 9:30〜12:00 あすぴあ会議室
３月 ７日 9:30〜12:00 中央公民館学習室４
１４日 13:30〜16:00 あすぴあ会議室
２１日 9:30〜12:00 中央公民館学習室４
２８日 9:30〜12:00 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/

自由あそびの会
【日時】２月１９日（日）10:00〜16:00 頃
竹筒バウムクーヘン作り、出入り自由
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熟年いきいき会

第 26 回地球永住計画公開連続講座

■伴侶を亡くした人が語り合う会
２月のテーマ 〜一人になって困ったこと〜

変形菌 ふしぎな生きもの
変形菌に魅了され、その研究に没頭した博物学者・南
方熊楠の生誕150年の今年、彼の生まれ故郷・紀伊田辺
では国際会議も開催されます。このふしぎな生き物に
はどんな役割や意味があるのか。ふしぎな魅力を紹介
しつつ、その謎について考えます。
講師：増井真那さん（都立小石川中等教育学校３年、
幼少より変形菌に興味を持ち研究中）、高野丈さん（自
然科学を得意とする編集者・写真家）
【日時】３月１１日（土）19:00〜21:00
【場所】小平市小川公民館ホール
【参加費】資料代 500 円
【定員】70 名＊入場は申込優先、当日空席がある場合
は受け付けます。
【申込・問合せ】①こくちーず
http://kokucheese.com/event/index/451775/
②☎090-8115-9385 （留守電に名前を残してください。
ゆっくりはっきりと話してください。）
③E-mail:chikyueiju@gmail.com(名前、人数を書いて
ください。)

【日時】２月１５日（水）13:30〜16:00
【場所】小平市中央公民館学習室４
【参加費】資料・お茶代 200 円（会員 100 円）
＊伴侶のある方は参加できません。

■コミュニティーカフェ「おしゃべりサロン」
【日時】３月２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）
■体験＆実演「健康が光る！スポーツ吹き矢」
講師：田中清春さん
【日時】３月１５日（水）13:30〜16:00
【場所】小平市福祉会館第一集会室
【参加費】資料・お茶代 200 円（会員 100 円）

■♪みんなで唄おう♪第４7 回「市民うたごえ祭り」
【日時】３月２３日（木）13:30〜15:30
【場所】小平市中央公民館ホール
【参加費】200 円
以上４件はいずれも予約不要、自由参加
【主催】熟年いきいき会
【問合せ】太田 ☎＆Fax 042-341-8604

◆

設立 15 周年記念少子高齢化対応特別セミナー

〜より豊かに、安心して過ごすための知恵探し〜
〈内容〉問題提起「シニアライフの環境と課題」、
第１部講演「シニアライフをより豊かに過ごすための
リスクマネジメント」、第２部講演「老いてなお若く生
きるための体力づくり、基本はウォーキング」
【日時】２月２５日（土）13:30〜16:30
【場所】国分寺労政会館第一会議室（JR 国分寺駅南口
徒歩 5 分）
【定員】40 名（先着順）【参加費】2,000 円
【主催】NPO 法人ふれあいアカデミー
【問合せ】細谷 Fax 042-322-5387
E-mail:whosoya@topaz.ocn.ne.jp

環

境

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９回「統合失調症の人に対するケア」講師：（独）国
立精神神経医療研究センター心理療法士 稲森晃一氏
【日時】２月１５日（水）10:00〜12:00

共に生きるシニアライフの８万時間

◆

福

◉「７つの習慣」学習会 10回シリーズ
第１０回

第８の習慣「リーダーシップ」〜自分自身を

導くセルフ・リーダーシップについて学んでみませんか。

【日時】３月１日（水）10:00〜12:00
上記２件とも
【場所】小平市福祉会館第３集会室
【定員】10名 【参加費】無料
【主催】NPO小平ハートピア
【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。

◆

こだいらソーラー４周年記念講演会

エコな電気の選び方
〜電力自由化入門編〜

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

「電力自由化」
「ガス自由化」って何？みんなの疑問に
お答えして地球温暖化の現状とエコな電気の選び方を
学びます。講師：田中稔さん（NPO 太陽光発電所ネット
ワーク東京地域交流会）
【日時】２月２６日（日）14:30〜16:00
【場所】小平市津田公民館
【問合せ】NPO 法人こだいらソーラー
☎090-4820-0756 Fax042-462-3936
E-mail:kodaira.solar@gmail.com

２月１８日、３月１８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

4

知的障がい者ガイドヘルパー養成研修

◆

知的障がい者の外出に付き添うガイドヘルパーをやっ
てみませんか。
【日時】全３回
２月１８日（土）、１９日（日）、２５日（土）
【場所】小平市福祉会館
【参加費】3,000円
【対象・定員】小平市民へのサポートを行っている事
業所に登録し、実際に従事できる、市近郊在住・在勤
で、原則60歳未満の健康な方 20人
【持ち物】本人確認書類 ＊本人確認できない場合は、
受講を取り消す場合があります。
【申込・問合せ】特定非営利活動法人だれもがともに
小平ネットワーク ☎042-308-3732

まちを元気にするプロデュース力を学ぶ 8
地域社会にある様々な課題に向き合い、ビジネスの手
法を使って課題解決に取り組む CB（コミュニティ・ビ
ジネス）。多摩地域を元気にしようとする人たちが集ま
るシンポジウムには地域を元気にするヒントがありま
す。
〈内容〉基調講演①「イナカ発、セカイを揺らす想
像力〜秋田県五城目町からの挑戦〜」基調講演②「社
会課題解決と自立経営の両立」のほか、杏林大学生に
よる取材報告などがあります。
【日時】２月２６日（日）13:00〜17:00
【場所】杏林大学井の頭キャンパス（三鷹市下連雀
5-4-1）
【定員】200 名【参加費】1,000 円
【主催】多摩 CB ネットワーク
【共催】杏林大学外国語学部
【問合せ】多摩コミュニティビジネスネットワーク
多摩信用金庫 価値創造事業部内
☎042-526-7764 Fax042-528-0940
http://tamacb.org/event/327/

在宅で利用者や家族の「その人らしさ」を支えるため
に、ボランティアを含めた多職種チームケア（ホスピ
スケア）を行っています。講座受講後、後日面談を経
て４月以降活動に参加していただく予定です。
〈内容〉①ケアタウン小平の理念・活動について②傾
聴、行動と感情の関係について ③ボランティアから
のメッセージ
【日時】２月１９日（日）13:15〜16:45
【場所】ケアタウン小平デイサービスセンター（小平
市御幸町 131-5）
【申込期限】2 月 15 日
【主催】NPO 法人コミュニティケアリンク東京
☎042-321-5985 Fax 042-321-5982

男女共同参画

田原総一朗と国分寺の未来を語る final
〜中学生とつくる国分寺（このまち）の未来〜
平成 27 年から行っている大好評のシンポジウムがいよ
いよファイナル！
【日時】３月５日（日）14:00〜16:00
【場所】早稲田実業学校 小室哲也記念ホール
【定員】400 名 ＊要申込、下記アドレスまたは☎にて。
http://blog.canpan.info/kokubunjivc/archive/685
【主催】社会福祉法人国分寺社会福祉協議会
【企画・運営】ボランティア活動センターこくぶんじ、
並びに同運営委員会
【問合せ】ボランティア活動センターこくぶんじ
☎042-300-6363

◆

話してみよう！

わたしにとって「働く」ということ
もやもやしているけれど、日々の暮らしの中ではことばにで
きない思いをワールドカフェで語り合いましょう。

【日時】２月２１日（火）10:00〜12:00
【場所】小平市男女共同参画センターひらく
【定員】20名（要予約） ＊保育若干名あり（要予約）
【主催】小平市男女共同参画センターひらく登録団体、
小平市
【申込】E-mail:kodairashijyosei@yahoo.co.jp
☎090-8043-2148（森野） Fax042-315-0917
ひ と

◆

多摩コミュニティ・ビジネスシンポジウム 2017

ケアタウン小平「ボランティア講座」

◆

市外のイベント

◆

その他

◆

パブリックコメント募集中
素案は市政資料コーナー（市役所１階）、東部・西部出
張所、市のホームページで見ることができます。
◆第３次行財政再構築プラン（素案）
平成 29 年 1 月 年度から 4 年間の行財政再構築方針と
具体的取り組みを示したものです。
◆公共施設マネジメント推進計画および公共施設等総合
管理計画（素案）
いずれも【〆切】２月１９日（日）
【問合せ】行政経営課☎042-346-9756 Fax042-346-9513
E-mail:gyoseikeiei@city.kodaira.lg.jp

ひ と

女と男の市民活動（発表と交流）
〈内容〉約 30 団体が日頃の活動を展示発表する他、ミ
ニバザーやぶつぶつ交換、立体おり紙体験やカフェな
どもあります。
【日時】３月１８日（土）9:00〜17:00
１９日（日）9:00〜16:00
【場所】小平市中央公民館ギャラリー
【主催】小平市女性のつどい
【問合せ】関谷☎090-7902-1645
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