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（シムネット）

2022 年 5 月 11 日発行
2022 年 6 月号の発行予定は 6 月 10 日
（金）掲載情報の〆切は 6 月 3 日（金）
「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。
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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）14:00～
【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）
※ 開始時間が 14:00 に変更になりました。
※ コロナの感染状況により変更があります。
※ 正会員・賛助会員の皆様には個別にご連絡
いたします。

《Ｚｏｏｍのお役立ち情報》掲載しました。2 頁をご覧ください。
シムネットホームページにも公開しています
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「Ｚｏｏｍお役立ち情報」
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/
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特集： Zoom のお役立ち情報
コロナ禍が続いていますが、シムネットではコロナ発生の 2020 年から Zoom を導入して、オンライン会議が
円滑にできるように対策を実施してきましたので、その情報をまとめて記載します。

■マニュアル
Zoom の基本的な使い方について、マニュアルを作成して下記のシムネットの
ホームページで公開しています。
Zoom 参加方法 https://kodaira-shimnet.jp/zoom/

Zoom マニュアル

Zoom 主催方法 https://kodaira-shimnet.jp/zoom2/
また、市民活動団体が実際に Zoom を活用できるように Zoom の講習会を開催
しましたので、そのテキストを下記のホームページに掲載しています。
https://kodaira-shimnet.jp/course/

■Zoom 利用支援会
シムネットでオンラインサポート研究会を発足して、市民活動団体のオンライン
活用状況を調査しながら、オンライン技術の向上を図っています。その取り組みに
おいて、会場と Zoom のハイブリッド会議を容易に実施できるようにするため

Zoom 講習会のテキスト

360 度のカメラ、マイク、スピーカーが一体になったミーティングオウル（右図）を
導入して、あすぴあからミーティングオウルの貸し出しを行っています。
そして、あすぴあでは、市民の皆さんへ Zoom の普及を図るため Zoom 利用
支援会を定期的に月 2 回開催しています。 この支援会では、参加者がご自分の
パソコンを持参して、Zoom アプリのインストールから Zoom イベントを主催する
方法まで個別に支援しています。

■チェックリスト

ミーティングオウル

講演会の Zoom ハイブリッド構成例

これまで、Zoom のイベント開催を重ねてきましたが、
その経験に基づいて、Zoom の主催者が留意すべき項目

大型モニター
（Zoom 参加者）
スクリーン
（講演資料）

をチェックリストとして作成しました。このチェックリストは
PDF ファイルで下記ページからダウンロードができます。
https://kodaira-shimnet.jp/zoom2/
この中でハイブリッド構成について、下記 3 種類のモデル

プロジェクタ

ケースを記載しています。
① 講演会（講師が会場で講演する場合） 右図参照

講師

アンプ

② 講演会（講師が Zoom で講演する場合）
③ 会議、懇談会

カメラ

右図の機材は、あすぴあの備品で構成しています。

司会
カメラ

■まとめ
コロナ禍により、世の中はテレワーク、GIGA スクール
構想、DX（デジタルトランスフォーメーション）など オン

参加者

参加者

参加者

参加者

参加者

参加者

参加者

参加者

参加者

参加者

ライン技術が急速に発展して、遠く離れていても仕事や
学習ができるように進化しています。
市民活動においても、イベントの参加者が場所や移動
時間に制約されない新しいコミュニケーションとして本稿
の Zoom 関連情報を活用していただければ幸いです。
（文責：佐藤）
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受付

✎

イ ベ ン ト 情 報 欄✐

東京都におけるリバウンド警戒期間が、5 月 22 日（日曜）まで延長されました。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/files/79890/079890/att_0000011.pdf
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。

◆

文

化

『歌とギターの友』歌声広場

◆

懐かしいフォークソングなどをギターの伴奏で歌いま
しょう

サロンミニコンサート

【日時】6 月 24 日（金）14:00～15:20
【場所】大沼公民館ホール
※歌詞カードを差し上げます（部数制限あり）
♪ 荒城の月、ともしび、若者たち、高校 3 年生、高原
列車は行くよ、なだそうそう、港町十三番地、思い出の
渚、北国の春、今日の日はさようなら
【費用】無料 当日会場へ（状況により人数制限あり）
【主催】大沼公民館利用団体 歌とギターの友
【問合せ】☎ 042-346-3308 （五十嵐）

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）

《５月》
20 日（金）13:30～東村山市萩山公民館
2４日（火）11:00～ 大沼地域センター
2６日（木）13:40～ 永田珈琲

500 円
無料

コーヒー付き、1000 円

2７日（金）11:20～
３０日（月）11:00～
３１日（火）14:30～

小川 2 丁目児童館

無料

美園地域センター

無料

津田公民館

500 円

囲碁入門
無料体験会
「うろうろ会」
「初心者囲碁の会」は、大沼公民館で定
期的に囲碁を楽しんでいる中高年のサークルです。女
性も在籍しています。風薫る 5 月、新たに囲碁を始め
てみませんか？ 今回は 5 回の開催になります。都合
の良い日にご参加ください。5 回すべての参加も歓迎し
ます。

※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）

茶間茶間イベント
◆ チャマチャマーケット
【日時】5 月 16 日（月）～17 日（火）10:00
～17:00

【日時】

《５月》
4 日、5 日、11 日は終了
18 日（水）9:00～11:30
19 日（木）13:00～15:30

入場無料

◆ チャマスナディスコクラブ
【日時】5 月 22 日（土）16:00～20:00

【場所】大沼公民館講座室
【主催】うろうろ会・初心者囲碁の会
【問合せ・申込】☎ 042-347-4491 （安藤）

【会費】2,500 円
【定員】20 名
over40 に懐かしい、under40 には新鮮なディスコミ
ュージックを楽しむ会

☎ 042-463-1902 （比留間）

◆ マチカン！地域交流トークイベント
【日時】5 月 25 日(水)19:30～21:30

2022 年 第 224 回
みんなでよい映画をみる会

【会費】1,500 円 【定員】20 名
モノづくり企業特集

狂気の戦場
ペリリュー

クラシックギターの基礎を学んで
アンサンブルを楽しもう

太平洋戦争中の 1944 年 9 月～11 月、南太平洋ペリ
リュー島（現パラオ共和国）で行われた、日本軍とアメ
リカ軍の地上戦。アメリカ相手に無謀な戦いが繰り返
されていた。戦争のバカらしさ、敵味方なく兵士、民間
人を殺し、弱者は被害者となった。この事実を当時従軍
していたアメリカのカメラマンが映した写真を米公文
書館から借りたものです。上映時間 48 分、1944 年
（米）

ギター体験教室
【日時】５月 21 日（土）14:00～15:30
【場所】大沼公民館音楽室
【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）

【日時】5 月 21 日（土）13:30～
【場所】中央公民館視聴覚室
【資料代】300 円 （予約不要）
【連絡先】☎ 070-6552-9851 石母田
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◆

保健・医療・福祉・健康

に生きる」とは何か？「平和」とは何か？多くの方と
ともに考え合いたいと思います。

◆

【日時】6月10日（金）,11日（土）、
7月16日（土）
いづれも10:00～（9:30開場）
上映後関係者によるアフタートークあり
【会場】ルネこだいらレセプションホール
【参加費】1000円
申し込みは以下フォームもしくはQRコードにて

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

よくわかる
よい姿勢講座&体験会
【日時】５月 18 日（水）
、25 日（水）
いずれも 1 回目 9:30～ 2 回目 10:30～
【場所】学園東町地域センター第二娯楽室
【定員】5 名（先着）
【費用】無料
【主催】美姿勢健康活き活き会
【申込】☎090-4129-1963

https://forms.gle/oAM3Amw2CZrqoSps7
【問合せ】☎ 03-6907-8051
jsso@roukyou.gr.jp
【主催】一般社団法人 日本社会連帯機構
（担当:酒見）
【共催】社会連帯TOKYO三多摩、小平みんなのおう
ち設立準備会
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

～がんサロン～
キ ャ ン サ ー

カ フ ェ

Cancer おしゃべり Café
【日時】６月 28 日（火）10:00～11:30 頃

仕事おこし・まちづくり講座in北多摩
（全6回）

【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
【参加費】200 円（お茶代込み）
【対象】がん経験者とそのご家
族
【申込】申込は、
右記ＱＲコード➡

2022年10月に施行されるワーカーズコープ(労働者協
同組合法）を活用した市民による仕事おこし・まちづ
くりについて学び合う講座となります。多彩なゲスト
と現地見学なども含め実施します。可能な日のみ参加
も可能です、お気軽にご参加ください。
【日時】
第1回 6月16日（木）「コミュニティをつくる
仕事をしよう」 ：労働者協同組合法の説明と
各地の仕事おこしの紹介
第2回 6月30日（木）「ワーカーズコープの現
場を見に行こう」：現地見学
第3回 7月14日（木）「みんなのおうち（居場
所）をあなたの街にも」 ：千葉県佐倉市の事
例紹介
第4回 7月28日（木）「生涯現役！元気なうちは
仕事をしたい！」:高齢者中心のワーカーズコ
ープ広島の事例から
第5回 8月4日（木）「 ワーカーズコープの作り
方」 :仕事おこし、仲間集め、経営～
第6回 8月25日（木）「我が町で実践してみよ
う」～ 仕事おこしワークショップ
【時間】9:30～12:00
【場所】ルネ・こだいらレセプションホール（第
1/3/5回）及び中央公民館(第4/6回）、現地
（第2回)
【費用】無料
【定員】各回30名 （定員に達し次第、締め切り） 単
発参加も OK。開催日前日までに下記の電話
か FAX、Mail でお申し込ください。
【申込・問合せ】社会連帯 TOKYO・小平支部

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➡

中村哲は問う ”働く”とは”仕事”
とは何かそして”平和”とは何か！
～映画『医師中村哲の仕事・働くということ』
小平上映会～
働く人がみんなで出資し、一人ひとりの意見を反映し
て運営を行い、よい仕事や地域づくりをめざして共に
働くワーカーズコープ（労働者協同組合）。この「協
同労働」と言われる働き方が法律（労働者協同組合
法、2022年10月施行）となりました。
紛争と飢餓が続く地域で、現地の人とともに働き、地
域に必要な仕事を起こし、平和をもたらした中村哲医
師のとりくみから、「仕事・働く」とは何か？「とも
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☎ 03-6907-8051 FAX 03-6907-8031
メール t-sakemi@roukyou.gr.jp
(担当：酒見)
【主催】社会連帯TOKYO・小平支部 小平みんなの
おうち準備会

◆ 子ども・子育て

こだいら自由遊びの会

プレーパーク
新緑が気持ちよい季節になりました。林の中でいっぱ
い遊ぼう！
菊池びよさんの身体をほぐすワークショップもありま
す。１３時からです。
スキップやゆるゆる身体を動かして大人も子どももリ
ラックスしましょう～
【日時】５月 15 日（日）10:00～16:00
【場所】中央公園東側の雑木林
【参加費】無料
（無料となっておりますが活動のための資材や保険代
は皆さまのカンパに支えられています。おひとり 100
円を目安にカンパのご協力をお願いします M(__)M）

◆

小平こども劇場
◆アンディ先生のマジック教室（ワークショップ）
子どもたちに大人気のマジシャン、アンディ先生が身
の回りの物を使ったマジックを教えてくれます。
【日時】5月29日(日)14:30～15:30
【場所】津田公民館 ホール
【対象】小学生（幼児の場合は保護者1名の付添い）
【定員】子ども40名（要：事前申込）
【参加費】一般1,000円、会員500円



あると良いもの タオル レジャーシート 着替
え 軍手 飲み物 体温調節出来て、汚れても大
丈夫な服で来てね。
～感染症防止対策へのお願い～
・ご自宅にて検温をお願いします。本人だけでなくご家
族について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。
・受付にて手指消毒・検温と名簿へ連絡先（お名前・住
所・電話）のご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）
・マスクの着用をお願いします。呼吸が苦しくなるなど
の際は体調に合わせてご自身で判断して着脱するよう
にしてください。
・皆さまのご理解ご協力をお願いいたします。
※天候などによる開催の有無はホームページにてお知
らせいたします。ご確認ください。
【問合せ】☎ 090-1771-7431 （足立）
☎ 070-6616-9959 （福本）

◆舞台鑑賞「アンディ先生のまじっくしょー！」
5/29にマジック教室をしてくれるアンディ先生のマ
ジックショーです。絵が本物に？人が浮く？
【日時】6月26日(日)14:00開演(13:40開場)
上演1時間
【場所】福祉会館 市民ホール
【対象】幼児・小学校低学年
【鑑賞代】大人（18歳以上）4,300円 子ども（4-17
歳）2,300円
【申込】必ず事前に、下記事務所までお申し込みくださ
い。
＊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/

親カフェ・ふらっと with メンター

風 鈴 草

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）

～こんな時だからこそ助け合いましょう～
【日時】６月３日（金）18:00～
※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/

◆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
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【日時】６月 14 日（火）13:30～16:00
【場所】福祉会館第二集会室（３階）
【参加費】200 円（会員 100 円）
※会員以外の方の参加はできません

メール：machikado.mirai.imotae@gmail.com

小平市子ども文庫連絡協議会
50周年記念講演会

「子どもと本がであうとき
－変るもの、変らないもの」
【日時】６月12日（日）13:30～15:30

「伴侶を亡くした人が語り合う会」
【日時】６月 16 日（木）13:30～16:00
【場所】中央公民館視聴覚室（１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

開場13:00
【場所】
① 中央図書館３階視聴覚室（40名）
※小学生以下の入場はご遠慮ください。
② Zoom配信（50名）
【申込】5月21日（土）10:00～
① 問合せ先へ（先着順）
② 東京電子自治体共同運営サービスのホームページ
へ（先着順）
https://www.e-tokyo.lg.jp/top/index.html
（送信テストを希望される方は、6月6日（月）
17:00まで。必要のない方は6月9日（木）正午ま
で）
【講師】杉山きく子さん
公益財団法人東京子ども図書館理事・風渡
野文庫主宰）
【問合せ】中央図書館 ☎ 042-345-1246
【主催】小平市子ども文庫連絡協議会
※会場にお越しの方は、マスクの着用をお願いしま
す。当日具合の悪い方は参加をお控えください。
※感染状況によっては会場のみ中止になることもあり
ます。

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】6 月 12 日（日）13:30～15:00
【場所】福祉会館第 3 集会室
【内容】当日は会員の事例紹介と意見交換の予定
【参加費】無料
【連絡先】☎ 042-322-5387

◆ ＩＴ ◆
はじめてのパソコンサークル

◆ シニア ◆

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。

熟年いきいき会
♪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

《5 月》★開催場所に注意
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

【場所】中央公民館ホール（２階）
【参加費】200 円

みんなで話そう
「おしゃべりサロン」
【日時】６月２日（木）13:30～16:00

《6 月》
7 日(火)9:30～11:30 元気村あすぴあ会議室
14 日(火)13:30～15:30 元気村あすぴあ会議室

【場所】福祉会館第一集会室（３階）
【参加費】200 円（会員 100 円）

★開催場所に注意★
21 日(火)13:30～15:30 元気村あすぴあ会議室
28 日(火)13:30～15:30 中央公民講座室 2
★開催場所に注意★
【主催・問合せ】小平 IT 推進市民グループ
https://kodaira-it.jp/hazimete

第１８回
「絵手紙教室」
【日時】６月 13 日（月）13:30～16:00
【場所】福祉会館第二集会室（３階）
【参加費】200 円（会員 100 円）
自分の描く素材をお持ちください

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。

「ミニさわやかサロン」
（会員限定）
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申込みは 6 月 5 日から

市民活動パワーアップ講座

現在は通常通りの定員で開館し

市民活動での SNS 活用講座
～伝える、その前に！「伝わる」情報発信って何？～
【日時】６月２５日＆７月２日

■あすぴあご利用にあたって

いずれも土曜日 13：30～15：30

ておりますが、引き続き基本的
な感染拡大防止対策をした上で
ご利用ください。皆様にはご不

【講師】山田泰久さん（一般財団法人非営利組織評価センター 業務執行理事）

便をおかけしますが、ご協力よろ

詳しいことは、市報 6 月 5 日号や今後発行されるチラシをご覧ください。

しくお願いいたします。尚、今後
の感染拡大状況によっては変更

＊その他、今年度は以下の講座や交流サロンを企画中です。
◎チラシづくり講座

◎クラウドファンディング入門講座

民活動に関する交流サロン
の交流サロン

◎大学生と市

◎学校で活動するボランティア・市民活動団体

になることもありますので、あら
かじめご了承下さい。

など。

Zoom を習得して活動の幅を広げませんか！

A. Zoom アプリのインストール または

今年の元気村まつりは、
10 月 23 日（日）に開催予定
実行委員 絶賛募集中！！

B. Zoom 主催の仕方

市民活動や元気村まつりに関心のある方ならどな

Zoom 利用支援会

【日時】

★講座ではありません。

５月 19 日（木）14：00～16：00
６月 4 日（土）10:00～12：00
６月 16 日（木）14：00～16：00

たでも大歓迎です！ 第 1 回実行委員会は６月 11
日（土）10：00～ あすぴあ会議室で行います。
過去の元気村まつりはホームページでご覧下さい。

【場所】あすぴあ会議室

小平あすぴあ→イベント→元気村まつりで検索☚

【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）

～～ こだいら人財の森 ～～

【定員】各日 A.B それぞれ 4 名（要申し込み、先着順）

あすぴあ登録団体になると…

【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。

あすぴあの事業を一緒につくる部会員を募集！

★団体の定例会やイベント広報に「イベント・カレン
ダー」を利用できます。
★意欲ある人を求めたいニーズ登録ができます。
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】

広報部会 情報紙「あすぴあ通信」の企画・取材・編集

小平市民活動支援センターあすぴあ

イベント部会 講座や交流サロンの企画・運営

☎ 042-348-2104、FAX 042-348-2115

フェスタ部会 元気村まつりの企画・運営

〒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

＊現在関わっている方々の感想を「あすぴあ通信 81 号」
で特集していますので、ご覧ください。

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。

ご存知ですか？
小平市ホームページの居場所一覧サイト（小平市医療・介護検索サイト）
https://chiiki-kaigo.casio.jp/Kodaira/info_services?category_id=1212
市内の居場所 57 か所の名称・種類、電話、住所が載っています。（2022.5.6 現在）
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カレンダー

各イベントの詳細は、本文をご覧ください。ださい。

5/12

木

親カフェ・ふらっと with メンター

5/14
5/15
5/16
5/17

土
日
月
火

5/18

水

5/19

木

5/20
5/21

金
土

小平市脳卒中患者友の会交流会
こだいら自由遊びの会プレーパーク
チャマチャマーケット
はじめてのパソコンサークル あす
ぴあ会議室
囲碁入門 無料体験会
よくわかるよい姿勢講座&体験会
Zoom 利用支援会（あすぴあ会議室）
囲碁入門 無料体験会
サロンミニコンサート 萩山公民館
ギター体験教室

6/16

木

6/24
6/25

金
土

6/26

日

6/28

火

みんなでよい映画をみる会
5/22

日

チャマスナディスコクラブ

6/30

木

5/24

火

サロンミニコンサート 大沼地域セ
ンター
熟年いきいき会 第８１回市民うた
ごえ祭り
はじめてのパソコンサークル 中央
公民館
よくわかるよい姿勢講座&体験会
マチカン！地域交流トークイベント
サロンミニコンサート 永田珈琲

7/2

土

5/25

水

5/26

木

5/27

金

サロンミニコンサート 小川 2 丁目
児童館

5/29

日

5/30

月

5/31
6/2

火
木

小平こども劇場 アンディ先生のマ
ジック教室 ワークショップ
サロンミニコンサート 美園地域セ
ンター
サロンミニコンサート 津田公民館
親カフェ・ふらっと with メンター

金

熟年いきいき会 「おしゃべりサロ
ン」
「連」218 号投稿締切

6/3

中央公民館ギャラリーの催し物（予定）
５月 10 日（火）～５月 15 日（日）
第 15 回遊画会・
楽画会合同水彩スケッチ作品展"
５月 17 日（火）～５月 22 日（日）
アルシュ＆オフホワイト透明水彩画作品展
５月 25 日（水）～５月 29 日（日）
第 9 回パステル画銀の鈴グループ展
６月１日（水）～６月５日（日）
小平三田会第 5 回作品展
６月７日（火）～６月 12 日（日）
ばるーる絵画展
６月 14 日（火）～６月 19 日（日）
上水写真サークル
６月 21 日（火）～６月 26 日（日）
アートクラブ七月会
☆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。

風鈴草
6/4
6/7

土
火

6/10

金

6/11
6/12

土
日

6/13

月

6/14

火

はじめてのパソコンサークル あす
ぴあ会議室
Zoom 利用支援会（あすぴあ会議室）
仕事おこし・まちづくり講座 in 北多
摩
熟年いきいき会 伴侶を亡くした人
が語り合う会
歌とギターの友 歌声広場
市民活動パワーアップ講座 市民活
動での SNS 活用講座～伝える、その
前に！「伝わる」情報発信って何？～
小平こども劇場 舞台鑑賞アンディ
先生のまじっくしょー
がんサロン Cancer おしゃべりＣａ
ｆｅ
仕事おこし・まちづくり講座 in 北多
摩
市民活動パワーアップ講座 市民活
動での SNS 活用講座～伝える、その
前に！「伝わる」情報発信って何？～

Zoom 利用支援会（あすぴあ会議室）
はじめてのパソコンサークル あす
ぴあ会議室
「連」218 号発行
映画『医師中村哲の仕事・働くという
こと』～11 日
元気村まつり第 1 回実行委員会
小平市子ども文庫連絡協議会講演会
「子どもと本がであうとき」

〈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/

ふれあいアカデミー 自分史づくり
に参加しませんか！
熟年いきいき会 絵手紙教室

発行責任者：NPO 法人小平市民活動ネットワーク
伊藤規子

熟年いきいき会 ミニさわやかサロ
ン（会員限定）
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