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「連」は、毎月 1500 部発行し、市内の公民
館や地域センター、元気村、福祉会館、社協
ボランティアセンター、市役所、各種メディ
ア、当 NPO 法人の会員、その月の情報掲載団
体、過去の関係団体・個人などに配布してい
ます。 

Vol.216 

2022 年 5 月号の発行予定は 5 月 11 日
（水）掲載情報の〆切は 5 月 3 日（火） 

NPO法人小平市民活動ネットワーク（シムネット） 2022年 4月 9日発行 

 

役に立つ特集＆イベント情報を掲載！ あすぴあだより＆イベントカレンダーも掲載 

立つ特集＆イベント情報を掲載！  

 

ＮＰＯ法人小平市民活動ネットワーク 

第１８回総会のお知らせ 
 

NPO 法人 小平市民活動ネットワーク第 18 回定期総会を開催します。 

【日時】5 月 21 日（土）13:30～ 

【場所】小平元気村おがわ東 2 階 小平市民活動支援センターあすぴあ会議室 

及び、オンライン（Zoom）上のハイブリッド方式（予定） 

 

※ コロナの感染状況により変更があります。 

※ 詳しくは、「連」217 号（5 月発行）に掲載 

※ 正会員・賛助会員の皆様には個別にご連絡いたします。 

《お役立ち情報》 

Zoom会議開催時の「チェックリスト」を 

シムネットホームページに公開！！ 
 

 小平市民活動ネットワーク「オンラインサポート研究会」では、

Zoom 会議やハイブリッド会議開催時の「チェックリスト」を作成

しました。シムネット HP（Zoom マニュアル）に公開しましたので

ご覧ください。URL：https://kodaira-shimnet.jp/zoom2/ 

https://kodaira-shimnet.jp/zoom2/
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知っているようで意外と知らないのがふるさと納税とガバメントクラウドファンディング（GCF）のこと。そこ

で市財政課の尾崎課長（写真右）と松村係長（左）にお会いして、お話を伺ってきました。分かったことは、

小平市の実績の「残念なこと」と、「とても素晴らしいこと」でした。また、GCFが特定の事業のためにだけ使

われていたことを知りました。 

 

■ ふるさと納税 

 平成 20年の地方税法等の改正によって、過疎

などにより税収が減少している地域と都市部と

の地域間格差を是正することを目的にスタート

した制度です。小平市も総務大臣から指定基準

に適合する地方団体として指定を受けています。 
 

■ 税額控除のしくみ 

 ふるさと納税制度を使って寄附すると、所得

税と個人住民税が控除されます。控除される金

額は寄附金から 2,000 円を引いた金額と決めら

れています。控除を受けられる金額には上限が

あります。納めている税金の金額によって異な

り、寄附を行う方の家族構成や年収（所得）や、

すでに受けている税金控除の金額によって決ま

ります。 
 

■ 小平市のふるさと納税 

 下記の表は小平市の最近3年間のふるさと納税

の実績です。表をみてもわかるように小平市が

他の市町村から受ける寄附金よりも小平市民が

他の市町村へ寄付する流出額の方がはるかに多

いということです。令和2年度で小平市が寄附を

受けた金額は、多摩 26市の中で下から 5番目と

いうことでした。これは「残念なこと」です。

ちなみに多摩地域で一番多く寄附を集めた自治

体は府中市でした。 

 

 

 

 

 

 

■ 小平市の返礼品 

 返礼品の対象者は、1万円以上の寄附かつ市外

在住の個人です。返礼は各自治体が利用者の取

得競争をしないため、令和元年に総務省が寄附

金額の3割以内と定めました。小平市の返礼品は

ブルーベリーなどの市の特産品9品目、郵便局の

「みまもりサービス（3タイプ）」、それに FC 東

京のオリジナルバッグの合計 13品目です。 

■ ガバメントクラウドファンディング（GCF） 

 GCF とは地方自治体が事業の実行者として立

ち上げるクラウドファンディングで、ふるさと

納税の一つです。ふるさと納税との違いは寄附

金が特定の事業のためにだけ使われることです。 
 

■ 小平市が実施した GCF 

小平市は今まで次の 2つの GCFを実施し、い

ずれも目標額を達成しました。これは「とても

素晴らしいこと」です。 
 
(1) FC東京創設 20周年記念事業：小平駅南口広

場に「東京ドロンパ」と「ぶるべー」をコラボ

したモニュメントを設置し、制作費として GCF

で寄附金を募りまた。2019 年 2 月に目標額の

200万円を達成しました。 
 
(2) 上水南町二丁目公園整備事業：市民活動「旧

佐川邸の公園化を考える会」が中心となって進

めてきましたが、市は昨年 11月から 3月末まで

GCFを実施し、約 1,600万円の申し込みを受け

ました。以前この地にあった合気道「佐川道場」

の関係者からも多くの寄附金が寄せられました。 
 

■ これから実施する GCF 

令和 4年度は市制施行 60周年と平櫛田中生誕

150 年の年です。市では寄贈を受けた平櫛田中

作「六羨歌
りくせんか

」と「橋
はし

弁慶
べんけい

」の修繕を行うため、

必要な財源を確保し、また、平櫛田中作品及び

平櫛田中彫刻美術館をPRするため、GCFを実施

します。目標金額は 100 万円です。平櫛田中彫

刻美術館での特別展の開催にあわせ、9月の実施

予定です。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  （文責：金子、後々） 

特集：  小平市のふるさと納税とガバメントクラウドファンディング 

「残念なこと」 、「 とても素晴らしいこと」 

平櫛田中作の「橋弁慶」(左)と「六羨歌」（右） 

年度 小平市への寄附金 他市町村への流出額

平成30年度 3,161千円 274,058千円

令和元年度 3,221千円 381,229千円

令和2年度 5,705千円 419,114千円
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✎ イベント情報欄✐ 
3 月 22 日（火）から 4 月 24 日（日）まで、東京都リバウンド警戒期間となります。引き続き、三密の
回避、人と人との距離の確保、マスクの着用、手洗いなどの手指衛生をはじめとした基本的な感染防止策
など、感染防止対策を徹底することを前提に、基本的には通常どおりの貸出し、利用等が可能となってい
ます。市内公共施設等の詳しい開館状況については下記 URL でご確認ください。 
https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/079/079890.html 
また、個々のイベントの開催については、主催団体に確認をお願いいたします。 

 
 
 
  

サロンミニコンサート 
 
1725 年製のストラディバリウスの音を楽しむ会 
（東京フィルバイオリン奏者：黒澤誠登） 

《４月》 
20 日（水）13:30～ 萩山公民館 500 円 

22 日（金）11:00～ 小川 2 丁目児童館 無料 

24 日（日）13:40～ 永田珈琲  

コーヒー付き、1000 円 

28 日（木）14:30～ 津田公民館 500 円 

※マスクをされていらしてください。 
【問合せ】バイオリンの音を楽しむ会 

☎＆fax  042-341-3457（黒澤） 
 

ひまわりの会 

春の作品展示 
【日時】４月 13 日（水）～15 日（金） 

【場所】大沼公民館エントランス 
【問合せ】ひまわりの会 

☎042-341-5481 （小松） 
 

クラシックギターの基礎を学んで 

アンサンブルを楽しむ 

（ギター入門体験教室） 
 

【日時】４月２日（土）終了、16 日(土) 
５月 7 日（土）、21 日（土） 
いずれも、14:00～15:30 

【場所】大沼公民館ホール 
【費用】無料 
【定員】６名 
【申込・問合せ】大沼ギターの友 

☎ 042-461-3135（小林） 

 
ありがとう お母さん 

にこにこコンサート 
「母の日によせて」それぞれの想いをこめて、音楽でお
祝いできること。ご一緒に新緑の美しいさわやかな 5
月にお出かけください。 
マリンバ：今井忠子、トランペット:橘 亮、 
ピアノ：平沢恒子、高梨昌世 

【日時】5 月 8 日（日）14:00～16:30 

【場所】中央公民館 視聴覚室 

【会費】500 円（障がい者 300 円） 
【主催】ケア音楽実践ドルツェの会 
【申込・問合せ】 ☎080-5933-0717（高梨） 

☎・fax 042-341-4806（今井） 
 

茶間茶間イベント 

◆チャマ チャマ マーケット 2022 
毎月第 3 月曜と火曜の２日間開催。 

“あなたの得意を、おひろめしましょう 

【日時】４月 18 日（月）～19 日（火） 

10:00～17:00 
【場所】茶間茶間（小平市学園東町 2-4-7） 
 

◆ゴリポポレコード DJ 企画 
茶間茶間で、毎週火曜限定でオープンしている地下倉
庫型中古レコードショップ「ゴリポポレコード」主催
で DJ イベントが開催されます。昭和歌謡を中心とし
た懐かしさたっぷりの音楽交流イベントです。 

【日時】4 月 24 日(日) 17:00～21:00 
【費用】チャージ：500 円 
【参加 DJ】珍盤亭娯楽師匠、DARUMA、Atsushi 
Ninomiya、伊藤多実子、DJ お菊の皿、ゴリポポレコ
ード店主 

 

 

 

～がんサロン～ 

Cancer
キ ャ ン サ ー

 おしゃべり Café
カ フ ェ

 
【日時】４月 26 日（火）10:00～11:30 頃 

（出入り自由） 
【場所】花小金井南公民館 音楽室 
（花小金井南町2-17-6 花小金井駅南口徒歩約3分） 

※エレベーターあり 
【費用】無料 
【対象】がん経験者とそのご家族 
【申込】コロナ禍のため、事前にお申込みいただけると

助かります。   
申込は、 
右記ＱＲコード➡ 
 
 
 
または、電話・メールで 
☎090-6027-3517（水戸部 みとべ） 
メール yukiastu@gmail.com 

HP➡ 
※体調により、当日のご判断で参加いただいてもＯＫ
です。当日 10 時までにご連絡下さい。 

 ◆ 文 化 ◆ 

 

◆ 保健・医療・福祉 ◆ 

 

https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/079/079890.html
mailto:yukiastu@gmail.com
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小平リカバリーフラッグ 
（断酒会） 

アルコール等の依存症の苦しみから回復するための集
いです。 

【日時】５月７日（土）13:30〜15:30 
【場所】小川西町公民館講座室  

☎ 042-343-1415 
【会費】無料 
【連絡先】☎ 090-1267-2908 （坂本） 

 

小平市脳卒中患者友の会 
交流会 

【日時】5 月 14 日（土）14:00～16:00 
【場所】自立生活センター小平 

花小金井南町 1－18－45－10 1F 
【参加申込】参加者は事前連絡を 

☎070-5517－2642（午後） 
【主催】小平市脳卒中患者友の会 中村正人 
 

 
 

 

小平こども劇場 
 
今後の状況によりましては再度変更する場合がありま
すのでホームページ等でご確認ください。 
 

◆清水洋幸氏の大人のための学習会「遊びの
チカラ★ワークショップ～あそびの中で育つ
力・関わりの中に宝あり！」 
いつも「わくわく絵本探検隊！」や「あそびんば！」
で子どもたちに人気の遊びのプロ「アフタフ・バーバ
ン信州」のしみちゃんが、大人に向けてお話してくれ
るワークショップです。 

【日時】4 月 24 日(日)14:00～16:00(開場

13:45) 
【場所】小平市中央公民館 和室けやき 
【定員】30 名（要：事前申込） 
【参加費】一般 1,000 円、会員 500 円 
【保育費】一般 500 円、会員無料 
※大人対象の為、お子さんの参加はできません。保育
の必要な方は事前に必ずお申し込みください。（締切
り 4/19） 
 

◆舞台鑑賞「かあちゃん取扱説明書」
劇団さんぽ 

小学生に大人気の児童書を舞台劇化。小学 4 年生の男
の子の目線で語られる、家族の物語です。 

【日時】5 月 7 日(土)15:00 開演(14:30 開場) 
【場所】ルネこだいら中ホール 
【対象】幼児・小学生 
【チケット代】ひとり 2,000 円(3 歳以上)  

要：事前申込 
 

◆こどもまつり「チチンプイプイ ろうにゃ
くなんにょ みんななかよし これぞ春マジ
ック」 
子どもから大人まで、春の一日、思いっきり外遊びし

よう！ 

【日時】5 月 8 日(日)10:00～14:00 

（雨天の場合は 5/15） 
【場所】小平市きつねっぱら公園子どもキャンプ場 
【対象・定員】全年齢 100 名まで 
【参加費】無料（要：事前申込） 

＊参加の際はコロナ感染症対策のご協力をお願いいた

します。 
以上の【申込・問合せ】 
NPO法人小平こども劇場 
☎＆fax：042-347-7211 
メール：info@kodaira-kogeki.org 
HP：https://kodaira-kogeki.org/ 

 

風 鈴 草 
～こんな時だからこそ助け合いましょう～ 

【日時】5月６日（金）17:30～19:30 

※今後、毎月第1金曜日開催予定 

【場所】津田公民館 実習室   

      子ども（18歳まで）無料  大人300円 

      容器とエコバッグを持参してくださいね。 
【場所】津田公民館実習室  
ご協力お願いします 
＊入り口で手指消毒をしてください。 
＊会場では三密を避け、受け取った後は速やかに帰
宅してください。 
＊受け取ったものは、3時間以内にお召し上がりく
ださい。 
コロナの状況によって中止する場合があります。
（ホームページでお知らせします） 
【問合せ】風鈴草子ども食堂（足立） 

メール ryukorin088@softbank.ne.jp 
☎ 090-1771-7431 

ホームページ：http://huurinsou.com/ 

 

こだいら自由遊びの会 

プレーパーク 
いっぱい遊んで体も心も暖まろう～暖かくしてお出か
けくださいね。 

【日時】５月８日(日) 10:00～16:00 

※ 毎月第２日曜日開催予定 

【場所】中央公園東側の雑木林（出入り自由） 
【参加】無料、カンパ 1 人 100 円(保険代を含む)  
【持ち物】タオル、水筒など、自分が必要なもの。 
 当日の天気等でやむをえず開催ができない場合は

ブログにてお知らせしますので、ご確認ください。 
http://kodairaplaypark.com/ 

 プレーパーク会場で風鈴草フードパントリーの寄
付品受付もやります。 
 

《ご参加の皆さんへのお願い》 
・感染防止対策として本人だけでなくご家族も少しで
も体調が悪い場合には参加を見合わせてください。 
・自宅で検温をしてからお出かけください。 
・受付で検温と名簿へ連絡先（電話）の記入をお願いい
たします。（保険や何かあった時に連絡させていただき
ます） 
・なるべくマスクの着用をお願いしますが、体調に合わ
せてご自身で判断して着脱をお願いします。 

◆ 子ども・子育て ◆ 

 

mailto:info@kodaira-kogeki.org
https://kodaira-kogeki.org/
mailto:ryukorin088@softbank.ne.jp
http://huurinsou.com/
http://kodairaplaypark.com/
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【問合せ】☎ 090-1771-7431 （足立） 
☎ 070-6616-9959 （福本） 

 

親カフェ・ふらっと with メンター 
 
ウチの子、まわりの子と違う、、、この先、大丈夫かし
ら？ なんでこんなに散らかすの？  忘れ物が多い
の？ 何回言ったらわかるの？ どう接してよいのか
わからない、、、 
さまざまな子育て経験を持つ先輩のお母さんが、育て
にくさを抱えた悩みを持つお母さんの心情に寄り添い、
子育てを応援します。 

【日時】５月12日(木)、6月2日（木）、 

7月7日(木)、8月4日(木)、9月1日(木)  

いずれも、10:00～12:00 
【場所】福祉会館第2集会室（7月は第3集会室） 
 
◆ペアレントメンターが一緒の親カフェとは 
発達について気になるお子さんを育てた経験を持ち、
東京都の養成研修を終了して継続的に活動しているお
母さん（ペアレントメンター）がその療育経験を活かし
て、お母さんたちの育児での「困りごと」の傾聴、自分
たちの経験からの情報提供を行います。ふらっと寄れ
てフラットな関係性で日々起こる出来事を披露し、お
たがいの子育てや知恵を増やしあっているカフェです。 
◆メンターと個人面談してみたい 
【問合せ】 
① 障がい者支援課 ☎042-346-9540 
② NPO法人こども未来ラボ 

メール：machikado.mirai.imotae@gmail.com 

 

白梅学園大学小平市連携療育事業 

みんなではなそう会 

-発達が気になる子や障がいのある子の 

保護者のための交流会― 
楽しく幸せなはずの子育て・・・でも悩みは尽きない
のも子育てです。子どもたちにいつでも笑顔でいられ
るように、皆さんでお話しませんか？ 
お子さんの発達や障がいについて、保護者同士で話を
したり、専門スタッフと話をして日々の子育て、そし
て将来への希望につなげましょう。 
【日時】４月13日（水）、5月11日（水）、19日
（木）、6月15日（水）、30日（木）、7月13日（水）、
28日（木）、8月10日（水）、25日（木）、9月14日
（水）、29日（木）、10月12日(水)、27日（木）、11
月9日（水）、24日（木）、12月14日（水）、22日
（木）、1月11日（水）、26日（木）、2月9日（木）、
22日（水）、3月8日（水）、23日（木） 
いずれも10:00～12:00 
【場所】中央公民館  【参加費】無料 
【対象】市内在住の発達が気になる子、障がいのある
子の保護者（障がいの種別、年齢、手帳の有無は問い
ません。 ※保育なし。子ども連れ可。 
【申込】不要 
【問合せ・連絡先】白梅学園大学小平市連療育事業ス
タッフ ☎090-4097-8479 （両角・もろずみ）メ
ール：mie.morozumi@gmail.com 
 
 
 
 

 

 
 

 
熟年いきいき会 

 
「伴侶を亡くした人が語り合う会」 
【日時】４月 21 日（木）13:30～16:00 
【場所】福祉会館第三集会室（３階） 
【参加費】200 円（会員 100 円） 
※伴侶のある方の参加はできません 
  
   「ミニさわやかサロン」 

（会員限定） 
【日時】４月 12 日（火）13:30～16:00 
【場所】福祉会館第二集会室（３階） 
【参加費】無料 
※会員以外の方の参加はできません 
     

     みんなで話そう 
    「おしゃべりサロン」 
【日時】５月６日（金）13:30～16:00 

【場所】福祉会館第一集会室（３階） 

【参加費】200 円（会員 100 円） 
  
   「ミニさわやかサロン」 

（会員限定） 

【日時】５月 10 日（火）13:30～16:00 

【場所】福祉会館第二集会室（３階） 

【参加費】無料 

※会員以外の方の参加はできません 
  

     ♪みんなで唄おう♪  
  第８１回 「市民うたごえ祭り」    
【日時】５月２４日（火）13:30～15:30 
【場所】中央公民館ホール（２階） 
【参加費】200 円 

          上記共通事項 

【主催】熟年いきいき会 

【連絡先】☎ 042-341-8604（太田） 

参加される方は必ずマスク着用でお願いします。 
尚、発熱のある方や体調の悪い方の参加はお控えくだ
さい。 

 

NPO 法人 ふれあいアカデミー 

自分史づくりに参加しませんか！ 
 

【日時】5 月 8 日（日）11:00～12:00 
当日は事例で意見交換の予定 

【場所】中央公民館学習室３ 
【参加費】無料 
【連絡先】☎ 042-322-5387 
 
 
 
 
 
  

◆ シニア ◆ 

mailto:machikado.mirai.imotae@gmail.com
mailto:mie.morozumi@gmail.com
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はじめてのパソコンサークル 
コロナの状況により、開催の時間や場所が変更になる
場合は HP でお知らせします。 
ご参加の際は当日、HP をご確認の上、ご参加ください。 
【参加費】200 円  【定員】先着 10 名 
【申込】ご参加のお申し込みは 
 https://kodaira-it.jp/hazimete/mail.cgi から、 
 お名前、メールアドレス、参加日をご連絡ください。 
 

《4 月》★開催場所に注意 
12 日(火)13:30～15:30 あすぴあ会議室  

19 日(火)13:30～15:30 中央公民館講座室１ 

26 日(火)13:30～15:30 中央公民館講座室 2 

《5 月》★開催場所に注意 
10 日(火)13:30～15:30 中央公民館講座室 2 

17 日(火)13:30～15:30 あすぴあ会議室  

24 日(火)13:30 ～15:30 中央公民館 講座室 2 
【主催・問合せ】小平 IT 推進市民グループ 

https://kodaira-it.jp/hazimete 
 

  
こだいら にじいろ 電話相談 

（完全予約制） 
 

◆電話で性的指向や性自認の悩みを相談できます。 
・同性のことが気になっているけど、だれにも言えない 
・自分らしく生きるのって、なんだろう？ 
・自分の性別がよくわからない 
・家族からのカミングアウト、どう接する？ 

【日時】5 月 13 日、7 月 8 日、9 月 9 日、
11 月 11 日、1 月 13 日、3 月 10 日 

※すべて第 2 金曜日 

まずはお電話で予約を！ 
☎ 042-346-9618（予約専用電話） 
月～金曜日 8:30～17:00 
※祝日、年末年始を除く 
担当：小平市地域振興部市民活動・男女参画推進課 
 

 
 

白梅学園大学・白梅学園短期大学公開講座 
 
◆小学校・特別支援学校教育フォーラム 2022 

下手くそやけどなんとか生きてるねん 

―薬物・アルコール依存症からリカバリーした 

当事者が振り返る小学校・中学校時代と先生たち－ 

【日時】7 月 9 日（土）13:00～14:45 
【講師】渡邊洋次郎 
（リカバリハウスいちご生活支援員、介護福祉士） 

【受講料】1500 円  【方法】オンライン 
【申込期間：4 月 1 日（金）～6 月 24 日（金） 
◆白梅まなびの教室 2022 

多様化する社会での“みんなが使いやすい”を考える~
ユニバーサルデザインの基礎－ 

【日時】6 月 25 日（土）13:00～14:30 
【費用】1,500 円 【方法】オンライン 
【講師】橋本陽介（白梅学園子ども学部准教授） 
【申込】4 月 1 日（金）～6 月 10 日（金） 

◆第 15 回白梅子ども学講座 

～子どもと大人がより良い関係性を築くために～ 

【受講料】各回 1000 円 

第 1 回「子ども・保護者とのコミュニケーションがう

まくいかないとは？」オンライン 

【日時】5 月 7 日（土）13:30～15:00 

【講師】市川奈緒子（子ども学部教授） 

第 2 回「子どもと大人のあたたかなコミュニケーショ

ン～ＣＡＲＥを用いた関係づくり～」オンライン 

【日時】6 月 11 日（土）13:30～15:00 

【講師】福丸由佳（子ども学部教授） 

第 3 回「コミュニケーションの手段としてのレクリエ

ーションについて」 

【日時】7 月 2 日（土）13:30～15:00 
【場所】現地（白梅学園大学） 
【講師】安倍大輔（子ども学部准教授） 

詳細は、白梅学園大学ホームページ（公開講座）をご覧
ください。 

http://daigaku.shiraume.ac.jp/openlecture/ 

 

 

認定 NPO 法人サービスグラント 

教えて「メンバーズさん！」 

SNS 活用勉強会 
SNS 発信を実践するなかで抱えているモヤモヤや不安、
疑問をもち寄り、事例共有を通じて学びます・ 

【日時】4 月 19 日(火) 15:00～16:30 
【場所】オンライン（Zoom） 
【対象】NPO・地域団体のみなさま（全国）  
・Facebook、Twitter、Instagram など、SNS の運用
を始めて半年以上の実績がある 
・SNS 投稿などをしているが、有効に活用するための
方法がわからない 

・SNS 活用について注力していきたいと考えている 
・SNS の活性化のための体制がある（担当スタッフが
いる） 

【申込締切】4 月 18 日（月）開催日の正午まで 
参加希望の団体は下記フォームよりお申込みください。 
https://business.form-
mailer.jp/fms/f2161018167160 
詳細は、 
https://www.servicegrant.or.jp/news/8245/ 
【問合せ】認定 NPO 法人 サービスグラント 

担当：小林・岡本 
https://www.servicegrant.or.jp/contact/input.php 

 

 

 

 
 

◆ 男女共同参画・人権 ◆ 

◆ 大学公開講座 ◆ 

◆ 他市のイベント ◆ 

◆ ＩＴ ◆ 

市民活動情報、イベント・助成金等の情報は下記で

探せます。https://www.tvac.or.jp/ 東京ボラン

ティア市民活動センターの「情報を探す」欄へ。 

 

https://kodaira-it.jp/hazimete/mail.cgi
https://kodaira-it.jp/hazimete
http://daigaku.shiraume.ac.jp/openlecture/
https://business.form-mailer.jp/fms/f2161018167160
https://business.form-mailer.jp/fms/f2161018167160
https://www.servicegrant.or.jp/news/8245/
https://www.servicegrant.or.jp/contact/input.php
https://www.tvac.or.jp/
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有りよ  

■あすぴあご利用にあたって 

現在は通常通りの定員で開館し

ておりますが、アクリル板の利用

や換気などに注意し、ソーシャル

ディスタンスの確保をした上で

ご利用ください。尚、今後の感染

拡大状況によっては変更になる

こともありますので、あらかじめ

ご了承下さい。 

2010.4.1 から NPO法人小平市民活動ネットワークが指定管理者として小平市民活動支援センターの管理運営をしています。 

Zoomを習得して活動の幅を広げませんか！ 

Zoom利用支援会 ★講座ではありません。 
A. Zoomアプリのインストール または 

B. Zoom主催の仕方 

【日時】４月 2１日（木）14：00～16：00 

【場所】あすぴあ会議室 

【対象】どなたでも。機種は Windows 搭載のノート PC

（当日持参して下さい） 

【定員】各日 A.Bそれぞれ 4名（要申し込み、先着順） 

【申込方法】各日の4日前までにメールで「件名（Zoom利

用支援会●月●日 A または B）、氏名、所属団体名（あれ

ば）、電話番号」を記載の上、あすぴあへお申込み下さい。 

メルマガは毎月月末に
配信中。 登録は下記 

ホームページから↓ 

【問合せ先】 

小平市民活動支援センターあすぴあ 
☎ 042-348-2104、FAX 042-348-2115 
〒187-0031 小平市小川東町 4-2-1 

9:00〜21:00（月・祝および奇数月第２日曜休館） 

E-mail:info@kodaira-shiminkatsudo-ctr.jp 

URL:https://kodaira-shiminkatsudo-ctr.jp 

★ 『むすぶ』が一新しました！  
軽くて、持ち運びに便利と好評です！ 

これまで『むすぶ』は、冊子とあすぴあホームページの両方 

で同じ内容を掲載してきましたが、ホームページの利用が普 

及したことや、デジタル化の時代の流れに伴い、令和４年度 

版から「団体の名称・一行紹介・連絡先、および参考資料」

をまとめた本冊子を発行します。公共施設等でもご覧になれますので、ホーム

ページの閲覧があまり得意でない方は、本冊子をご覧いただき、詳しいことは

あすぴあに電話やファクシミリなどで問合せていただければご案内します。 

利用者アンケートの結果がまとまりました。98件寄せら

れ、2 年を越えるコロナ禍の中で、あすぴあの対応に理

解と高い評価をいただいていることがわかりました。 

詳細はホームページでご覧ください。 

あすぴあ通信 81号ができました！ 

今号の特集は、あすぴあの事業を支えている事

業部会（イベント部会、広報部会、フェスタ部

会）。実際に活動している市民の方々の生の声

を集めて紹介しています。あなたも一緒に活動

しませんか？ メンバー絶賛募集中！ 

 

≪助成金情報≫ 

◆【公益財団法人草の根事業育成財団】2022年草の根育成助成 東京都内で活動する市民活動の事業育成支援  

【助成金】1事業あたり上限 100 万円 【締切】6/13消印有効 【問合せ】☎042-427-4278 (平日 10:00

～16:00) FAX:042-449-6942、メール :info@kusanoneikusei.net 詳細は

http://www.kusanoneikusei.net/ 

◆【一般財団法人 BNI財団ジャパン】2022年助成金 小中学校・高等学校及び児童施設の青少年の教育に携わ

る立場にあり教育プログラムのための資金的援助を必要としている方 【助成金】上限 30万円。募集期間 1回 

【締切】4/30必着 詳細は、https://www.bnifoundation.jp/grant-guidelines/  

【問合せ】事務局:牧之内 foundation@bni.jp 

◆【公益財団法人 みずほ教育福祉財団】第 20回「配食用小型電気自動車寄贈事業」（令和 4年度）【助成内容】

配食用小型電気自動車（通称：みずほ号）1台。事業規模：14台（14団体）（予定） 【締切】6/10 必着 詳

細は、http://www.mizuho-ewf.or.jp 【問合せ】メール mail:fjp36105@nifty.com ☎03-5288-5903 

FAX:03-5288-3132 

◆【公益財団法人 みずほ教育福祉財団】第 39回「老後を豊かにするボランティア活動資金助成事業」（令和 4

年度）【助成金】1グループにつき上限 10万円 計 110グループを予定 【締切】5/20必着 詳細は、

http://www.mizuho-ewf.or.jp 【問合せ】福祉事業部 メール fjp36105@nifty.com ☎03-5288-5903 

FAX:03-5288-3132 
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4/12  火 熟年いきいき会「ミニさわやかサロ
ン」 

はじめてのパソコンサークル あす
ぴあ会議室 

4/13  水 ひまわりの会春の作品展示 

白梅学園大学小平市連携療育事業 
みんなではなそう会 

4/16 土 クラシックギターの基礎を学んでア
ンサンブルを楽しむ 

4/18 月 チャマチャママーケット 2022 
~19 日 

4/19 火 はじめてのパソコンサークル 中央
公民館講座室１ 

SNS 活用勉強会 教えて「メンバー
ズさん！」 

4/20 水 サロンミニコンサート萩山公民館 

4/21 木 熟年いきいき会「伴侶を亡くした人
が語り合う会」 

4/22 金 サロンミニコンサート小川 2 丁目児
童館 

4/24 日 サロンミニコンサート永田珈琲 

ゴリポポレコード DJ 企画 

小平市こども劇場 清水洋幸氏の大
人のための学習会 

4/26 火 がんサロン Cancer おしゃべり 
Café 

はじめてのパソコンサークル 中央
公民館講座室 2 

4/28 木 サロンミニコンサート津田公民館 

5/6 金 風鈴草フードパントリー 

熟年いきいき会 みんなではなそう
「おしゃべりサロン」 

5/7 土 クラシックギターの基礎を学んでア
ンサンブルを楽しむ 

小平こども劇場 舞台鑑賞「かあち
ゃん取扱説明書」 

白梅学園大学・白梅学園短期大学公
開講座 第 15 回白梅子ども学講座  

小平リカバリーフラッグ 

5/8 日 ニコニココンサート 

小平こども劇場 こどもまつり「チ
チンプイプイ ろうにゃくなんにょ 
みんななかよし これぞ春マジッ
ク」 

こだいら自由遊びの会プレーパーク 

NPO 法人ふれあいアカデミー 自
分史づくりに参加しませんか！ 

5/10 火 熟年いきいき会「ミニさわやかサロ
ン」 

はじめてのパソコンサークル  中央
公民館講座室 2 

5/11 水 「連」217 号発行 

白梅学園大学小平市連携療育事業 

みんなではなそう会 

5/12 木 親カフェ・ふらっと with メンター  
6/2（木）ほか 

5/13 金 こだいら にじいろ 電話相談（完
全予約制）ほか 

5/14 土 小平市脳卒中患者友の会 交流会 

5/17 火 はじめてのパソコンサークル あす
ぴあ会議室  

5/19 木 白梅学園大学小平市連携療育事業 
みんなではなそう会 

5/21 土 クラシックギターの基礎を学んでア
ンサンブルを楽しむ 

Zoom 利用支援会（あすぴあ） 

5/24 火 熟年いきいき会 「市民うたごえ祭
り」 

はじめてのパソコンサークル 中央
公民館講座室 2 

6/11 土 白梅学園大学・白梅学園短期大学公
開講座 第 15 回白梅子ども学講座 

7/9 土 白梅学園大学・白梅学園短期大学公
開講座 小学校・特別支援学校教育フ
ォーラム 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

発行責任者：NPO 法人小平市民活動ネットワーク 

伊藤規子 

 
〈情報募集〉 

イベント情報、団体の活動紹介、会員募集など何で
も。大きさ 25 字×15 行程度。〆切毎月 3 日 
 

〈市民活動ネットワーク入会案内〉  
正会員（団体/個人）：入会金 1000 円、 

年会費 1000 円 
賛助会員（団体/個人）：１口 1000 円/年 

（何口でも） 
【問合せ】fax. 042-323-5450（藤原） 

e-mail  info@kodaira-shimnet.jp  
HP URL https://kodaira-shimnet.jp/ 

中央公民館ギャラリーの催し物（予定） 

４月 12 日（火）～４月 17 日（日）  
第３４回虹彩会展（油絵） 

４月 19 日（火）～４月 24 日（日）  
小平市公民館合同写真展  

４月 26 日（火）～５月１日（日）創美会展         
５月 ３日（火）～５月８日（日） 

小平・写楽第２１回写真展 
５月 10 日（火）～５月 15 日（日）楽画会 
５月 17 日（火）～５月 22 日（日）アルシュの会 
５月 24 日（火）～５月 29 日（日） 

パステル画銀の鈴 
５月 31 日（火）～６月５日（日）小平三田会 
☆開催初日は準備等により午後又は翌日からの鑑
賞となる場合あり。（詳細は、各サークル等にお問
合せ願います。）☆開催内容につきましては、変更
がある場合がありますのでご了承ください。 


