
   1 

 

・ 
  

 

 

 

 

 

ＮＰＯ法人 小平市民活動ネットワーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「連」は、毎月 1,500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。 

2019年１月号の発行予定は１月10日（木）
掲載情報の〆切は１月 3 日（木） 

Vol.179 

特集：職業能力開発総合大学校の地域貢献 

市内＆近隣のイベントや市民活動情報が満載！ ２か月分のカレンダーも便利！ 

掲載に関する問合せ FAX 042-323-5450（藤原）E-mail:info@kodaira-shimnet.jp http://kodaira-shimnet.jp/ 

 

NPO 法人小平市民活動ネットワーク 2018 年 12 月 11 日発行 

 

 
新年交流会のお知らせ 

どなたでも参加できます。 

旧交を温めたり、新たなつながりを作ったり、 

活動をアピールしたり 

活用の仕方はあなた次第！ 意外な人に出会えます。 

はじめての方も大歓迎です、お気軽にお越しください。 

市民活動やボランティア活動、まちづくり 

などに関心ある方たちの交流の場です。 

日 時 ： ２０１９年２月１日（金）１８：３０～２０：３０   

場 所 ： 小平福祉会館 小ホール  

会 費 ： １０００円   

申込み、問いせ ： fnoriko23@yahoo.co.jp    fax 042-323-5450 

  

 

あすぴあ講演会 

「子ども食堂の現状と課題 

〜安全・安心！ 子ども食堂の輪を広げよう〜」 

 講師：湯浅 誠 氏 

 日時：2019 年 1 月 12 日（土）13:30〜16:00 

 場所：元気村第二会議室 

 定員：50 名   ※詳しくは 7 頁「あすぴあだより」へ 
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✎ イ ベ ン ト 情 報 ✐ 

 
 

 

講演会 
図書館のこれからとまちづくり 

指定管理者制度のもと 1 年間、その後直営に戻ってか

ら 7 年間、館長をつとめられた永利和則さんに、直営

と民営、その二つの図書館を経験したことから見えて

きたそれぞれの特徴、また、まちづくりにどう活かし

たかなどお話していただきます。 

【日時】１２月１５日（土）13:00～15:00 

【場所】中央図書館 3 階視聴覚室 

【講師】永利和則さん（日本図書館協会理事・福岡女

子短期大学特任教授・福岡県小郡市図書館元館長） 

【参加費】無料 

【定員】80 名 

【申込】11 月 6 日（火）10:00～ 問合せ先へ 

【主催】小平市子ども文庫連絡協議会・小平市教育委

員会 

【問合せ】中央図書館 ☎042-345-1246 

 

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・場所】※参加費の記載のないものは無料です。 

≪１２月≫ 

２０日（木）11：20～ 小川２丁目児童館 

２５日（火）13：30～永田珈琲 コーヒー付き千円 

≪１月≫ 

９日（水）14:30～ 津田公民館 500 円 

２８日（月）11:20～ 小川２丁目児童館（大人の

みは不可） 
３０日（水）13:30～永田珈琲 コーヒー付き千円 
【問合せ】バイオリンの音を楽しむ会（黒澤） 

☎＆fax 042-341-3457 

 

憲法カフェ＠なかまちテラス 
市民学習奨励学級講演会 

今の憲法がいいという方も、変えた方がいいという方

も「国民主権」にたって、一緒に学びませんか。 

【日時】１２月２２日（土）13:30〜15:30 

【場所】なかまちテラス ホール 

【講師】池上洋通さん（多摩住民自治研究所室長、自

治体問題研究所理事） 

【保育】10 名 6 か月～学齢前 要申込 

【主催】小平市教育委員会 

【企画・運営】憲法カフェ＠なかまちテラス 

【申込・問合せ】☎080-5425-1812 荒井 

email:kenpocafe.nakamachi@gmail.com 
 

うたごえ in 元気村 

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】いずれも 13:30〜15:30 

１２月１８日（火）、２４日（月） 

【場所】小平元気村おがわ東第２会議室 

【参加費】300 円 

【問合せ】☎090-4947-5393 村瀬 
 

東日本大震災復興支援 

クリスマス Charity こんさぁと 
「大沼公民館まつり」の講演会「宮城県名取市閖上公

民館」の元館長さんのお話に感銘を受け、2013 年よ

り毎年 Charity コンサート開催、寄付をしています。 

≪１≫ 

【日時】１２月２２日（土）14:00～16:30 

【場所】大沼公民館ホール 

【演奏】マリンバ：今井忠子、ピアノ：高梨昌世、三

味線：大山玄、ギター弾き語り：三矢竹輝、音楽で生

き活きアレグロ会員 

【料金】500 円（クッキー・お菓子付） 

【主催】ミュージックパル in 大沼 

≪２≫ 

【日時】１２月２４日（月・祝）14:00～16:30 

【場所】なかまちテラスホール 

【演奏】マリンバ：今井忠子、ピアノ：平澤恒子・高

梨昌世、トランペット：タチバナ亮、マリンバ演奏を

楽しむ会会員アンサンブル 

【料金】500 円（クッキー・お菓子付） 

以上 2 件 

【主催】マリンバ演奏を楽しむ会 

【連絡先】☎＆fax 042-341-4806 今井 

☎080-5933-0717 高梨 

 

アンサンブル・ルナーレ 

第 25 回定期演奏会 
モーツアルト：アイネ・クライネ・ナハト・ムジーク

より第 1 楽章、チャイコフスキー：弦楽セレナ―ドよ

り第 2 楽章、メンデルスゾーン：弦楽交響曲第 10 番、

パッヘルベル：カノンとジーグ 他 

指揮：大久保 智 

※小さなお子様もお待ちしています！ 

【日時】１２月２４日（月・祝）14:00～ 

【場所】ルネこだいら中ホール 

【費用】無料 

【問合せ】 ☎042-324-6080 三浦（アンサンブルル

ナーレ）  

 

第 11 回 小平朗読教室「ひびき」
発 表 会 

【日時】１月６日（日）13:30～ 
【会場】中央公民館 2 階ホール 

【プログラム】 

 藤田浩子 再話 「つるかめ」「人の年」 

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。 

 ◆ 文 化 ◆ 
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 新美南吉オリジナル版 「ごんぎつね」 

 高倉 健 著 「アフリカの少年」 

 宮沢賢治 作 「虔十公園林」 

 藤沢周平 作 「十三夜」「晩夏の光」 

 向田邦子 作 「草津の犬」 

 夢枕 獏 作 「ものいふ髑髏」 

【費用】無料 

【問合せ】☎042-424-6706（阿部） 

      042-475-8344（鍬田） 
 
 

 
 

こだいら自由遊びの会 
プレーパーク 

【日時】１２月１５日（土）10:00～16:00 

オーナメント作り、持ち寄り素材で鍋作り 

１月２７日（日）10:00～16:00 

餅つき（ボランティア募集） 

【場所】子どもキャンプ場＆きつねっぱら公園 

12 月 14 日（金）17 時半～19 時半       
【参加費】無料、カンパ １人 100 円 
【持ち物】飲み物、タオル、敷きもの、弁当など必要

と思われるもの。  
※どなたでも参加できます。 

【当日の連絡先】☎090-1771-7431 足立 
☎070-6616-9959 福本 
http://kodairaplaypark.com 

 
子育て広場 き ら ら 

■きらら広場（全て申込み不要、無料） 
１２月２０日（木）10:00～11;45 ベビー三小  

２１日（金）10:00～12:00 ベビー中央 
中央公民館保育室 

２５日（火）10:00～12:00 だっこ  
中野産婦人科医院ホール 

２５日（火）はなこ 10:00～12:00 
鈴木公民館和室 

■イベント 
１２月１４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 

【申込・問合せ】NPO 法人子育てサポートきらら 
☎042-345-8262  

email:kirara_0305kodaira@yahoo.co.jp 

 

子ども食堂  風 鈴 草 
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。
夕ご飯をたべにいらしてください。予約不要 

【日時】１２月１４日（金）17：30～19：30 

クリームシチューとバターライス、ザワークラウト 
【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） 
【費用】こども（高校生以下）0 円、おとな 500 円 
※各回 50 食準備。 
【問合せ】☎090-1771-7431 足立 

 

ママが元気になる広場 

こだはぐカフェ＠鈴木公民館 
【日時】１２月１８日（火）10:30～14:30 
【場所】鈴木公民館学習室２・調理実習室 

出入り自由。申込不要 
【入場料】100 円（お茶とお菓子付き） 
ランチ：12:00～（500 円 20 食）食券販売 10:30
～ 

【問合せ】HP http://kodahug.com 
facebook   https://www.facebook.com/kodahug 

 

こども劇場 
鑑賞会「アラビアンナイト～魔法のラ

ンプと明日のヒカリ～」 

人形劇団むすび座 
考えよ！決めるのは君だ!! 生きていくために、勇気

と知恵を！ 創立 25 周年を迎えた小平こども劇場が

小平市文化振興財団とともに地域の皆様に大型人形

劇の冒険の世界をお届けします。（厚生労働省社会保

障審議会特別推薦文化財・平成 30 年度児童福祉文化

賞推薦作品） 

【日時】１２月２２日（土）14:00 開演 

【場所】ルネこだいら 中ホール 

【参加費】大人 3000 円・こども（3 歳～17 歳）1500

円 全席指定 

【申込・問合せ】NPO 法人小平こども劇場 

☎＆fax 042-347-7211 

email: info@kodaira-kogeki.org 

http://kodaira-kogeki.org/ 

 

ポポロ人形劇 

おまえうまそうだな 
最初は食べるつもりだったのに・・・肉食恐竜と草食

恐竜が親子！？ 大自然の中のやさしい出会い 

お年玉つきです。文部科学省選定 一般劇映画（幼児・

少年・家庭向き） 

【日時】１月６日（日）14:30～16:20 

【会場】ルネこだいら大ホール 

【料金】大人も子供（3 歳以上）も一人前売り券 800

円（当日 1000 円）障がい者 500 円 

【主催】小平親と子のよい映画をみる会 

【後援】小平市・小平市教育委員会 

【問合せ】☎＆fax 042-343-8087（上村・夜間） 

☎＆fax 042-344-4090（西村・夜間） 

 

 

 
 

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13:00〜16:00 

１２月１５日、１月１９日 
【場所】小平元気村おがわ東２階第２会議室 

【主催】精神保健福祉ボランティアの会「ひだまり」 

 ◆ 福 祉 ◆ 
 

 ◆ 子ども ◆ 
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【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 
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7回「問題解決法」毎日の生活で問題解決を続ける

【日時】１２月１９日（水）10:00～12:00 

【場所】福祉会館第3集会室 

【講師】国立精神神経医療研究センター心理療法士 

稲森晃一氏   

◆「７つの習慣・第8の習慣」学習会10 回シリーズ 

第8回「サーバント・リーダーシップ」～今、世界は

熾烈な覇権争いの中。リーダ-シップ最高の到達点に

ついて学んでみませんか。 

【日時】１月９日（水）10:00～12:00 

【場所】福祉会館第4集会室 

上記２件とも【定員】10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 

ｅmail：heartpia@wish.ocn.ne.jp 

 

おだまき 

さき織り展示・販売会 
ＯＲＩＯＲＩ ＩＲＯＩＲＯ 

さき織りで作ったバックや小物、藍染めの商品を

多数取り揃えております。おだまきは年齢や障害

もいろいろ。色もセンスもいろいろ。でも気持ち

はひとつ「丁寧に心を込めて作るさき織り」 

出会ってほしい素敵ないろいろ・・・。 

【日時】１２月１２日（水）～１７日（月） 

【場所】錆猫ギャラリー 

吉祥寺本町2-33-1 吉祥寺駅から徒歩5分 

【問合せ】社会福祉法人つむぎ おだまき工房 

☎＆fax 042-341-7101 

 

小平市知的障害者従業者養成研修
のお知らせ 

【募集定員】20名（定員がうまりしだい締め切ります） 
【期日】１２月１５日（土）、１６日（日） 

9：00～17：00（講義） 
２２日（土）9：30～16：00（演習） 

【場所】小平市福祉会館第二集会室 

 ※演習は知的障害者の方と実際に外出します 

【費用】受講料3000円（テキスト代こみ）（税込） 

【申込み方法】下記、法人HPより、申込書をダウン

ロード。FAXまたは持参にて受付 

http://tomoninet.wixsite.com 

【問合せ】NPO法人だれもがともに小平ネットワーク 

☎042-308-3732（平日10時～18時）担当高橋 

 

学ぼう！ 日本手話（第2回目） 

～手話を言語と言うのなら～ 
平成30年度の統一テーマ「学ぼう！日本手話」の2回

目。日本手話を知り、効率的な手話学習につながる講

演会です。 

【日時】１２月１８日（火）19:00～20:45 

【場所】福祉会館4階小ホール 

【講師】森田 明さん（私立ろう学校「学校法人明晴

学園」教頭。ＮＨＫ Ｅテレ「みんなの手話」講師） 

【対象】手話学習者及び手話に興味のある一般市民 

【参加費】無料 

【主催】小平手話サークル 

【問合せ】☎042-345-1708 古川 

※小平市社会福祉協議会歳末たすけあい地域福祉活

動助成事業 

 

 

 

 

熟年いきいき会 
 

皆んなで話そう 
「おしゃべりサロン」 

【日時】１月７日（月）13:30～16:00 

【場所】福祉会館第一集会室（3 階） 

【資料代・お茶代】200 円（会員 100 円） 

     ＜自由参加・予約不要＞ 
  

井戸端会議 
「今年はこんな年にしよう！」 

【日時】１月１５日（火）13:30～16:00 

【場所】中央公民館学習室４（2 階） 
  

♪みんなで唄おう♪ 
第５８回「市民うたごえ祭り」 

【日時】１月２４日（木）13:30～15:30 

【会場】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 
【問合せ】☎032-341-8604 太田 

 
 

はじめてのパソコンサークル 
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。 

１２月１８日 9:30～11:45 中央公民館学習室 4 

２５日 9:30～11:45 あすぴあ会議室 

１月  １日休み  

８日 13:30～15:45 あすぴあ会議室 

１５日 9:30～11:45 中央公民館学習室 4 

２２日 9:30～11:45 あすぴあ会議室 

日時を確認して直接会場までお越しください。原則と

して毎月第１、第２、第３、第４火曜日に開催 

※パソコンの貸し出しは行っておりません。 

【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 
 

◆ シニア ◆ 
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女と男のフォーラム 
働き方改革をした青野慶久さん 

―16 時退社を実践した社長が語る 

“100 人 100 通りの働き方”― 
社内のワークスタイルを変革し、社員の離職率を 7 分
の１に削減する一方、自身に子どもができると 3 度も
育児休暇を取って子育て。 

【日時】２月３日（日）13:30～15:30 
【場所】中央公民館ホール 
【講師】青野慶久さん 

（サイボウズ株式会社代表取締役） 
【申込】1 月 4 日（金）から 市民協働・男女参画推

進課へ 先着順 
☎042-346-9618 fax042-346-9575 
※「ひらく」2018.10 号参照 
 

 
 
 

 

第 7 回 スリランカを知るツアー 
日本に暮らすスリランカ人およびスリランカとの交

友・交流を進めようとする市民が、スリランカ国内の

小規模学校支援活動を行っています。その支援活動を

通じて、スリランカの教育現場やそれぞれ地域の文化

との交流を広げることができ、さらには相互の友好に

つながります。 

【日時】2019 年３月３日（日）～３月１０日
（日）6 泊 8 日 

【行程】成田⇒コロンボ⇒チラウ⇒ジャフナ⇒ナーガ

ディーバ島⇒ミヒンタレ⇒アヌラーダブラ⇒シギリ

ヤ⇒キャンディ⇒プリマタラワ⇒コロンボ⇒成田 

【参加費用】一人／大人 ￥287,000 学割あり 

燃油代込み・全食事付・2 名 1 室 

※米ドルレートの変更により変更の可能性あり 

【企画主催】ＮＰＯ法人ラマーミトゥルの会 

【問合せ・申込】☎＆fax 042-466-8330 

西東京市芝久保町 3-26-13 

email：lamaa.mithuru@gmail.com 

【申込〆切】2019 年 1月 17 日（木） 
 

 

 
 

音楽で生き活き Allegro 
演奏をやってみよう 

平成 29 年市民学習奨励学級から始めたサークルです。 

生の演奏を身近に、見て聴いて「やってみたい！」「で

きるかな？」と心動かされ、いろいろな打楽器の楽し

いリズムにのって、ご一緒に体験してみましょう。 

【場所】大沼公民館ホール、中央公民館視聴覚室 

【日時】第 2 土曜 9:30～12:00、 

第 4 土曜 13:30～17:00 

【参加費】１回ごとに 300 円（入会時に会費として

1000 円） 

【講師】今井忠子（マリンバ奏者、ケア音楽実践講師） 

【申込】☎080-5933-0717、fax 042-345-4600 高梨 

※なかまちテラス第 2、3月曜、第 1金曜 13:30～17:00

マリンバ演奏を楽しむ会もどうぞ 

 

精神保健福祉ボランティアの会 
ひだまり 

私たちは、精神保健の理解を深めながら、障がいのあ

るなしに関わらず、だれもが楽しく集える喫茶の運営、

精神福祉施設においての喫茶活動を行っています。一

緒に活動を楽しんで下さるスタッフを募集していま

す。 

【問合せ】☎080-5191-7512 熊倉（事務局） 
 

 

 

 

白梅学園大学・短期大学 

第 13 回 白梅子育て広場シンポジウム 

伸びゆく木 
～つながり合う地域と子育て広場～ 

【日時】１２月１５日（土）13:00～17:00 
【場所】白梅学園大学・短期大学 Ｊ棟 
【プログラム】 
① 基調報告：「つながり」に焦点を当て今年度行っ

た活動報告、今後の広場活動について発表 
② パネルディスカッション 
【主催】白梅子育て広場 GP 学生委員会 
【費用】無料  【申込】不要 
【問合せ】☎042-346-5639 （企画調整室） 

email  hirobasidouin@shiraume.ac.jp 

ブログ http://nanatunohiroba.blog.fc2.com/ 
  

 

 
 

３色パステルアート教室 
「３色のしあわせ」 

３色パステルアートは「３つの色」と「絵のレシピ」

で、絵が苦手な方でも満足度の高い絵を描くことがで

きるアートセラピーです。絵を楽しみたい方だけでな

く、専門医から「緊張、抑うつ、怒りを大きく低下さ

せる」と評価され、累計 2,000 人以上の方に体験いた

だいています。また、認知症の改善、予防にも効果が

期待されています。 

【日時】木曜日 10:30〜12:00（内容は月替わり） 

【場所】小平市学園東町 3-12-6 第 5 シノダビル 3 階

（ハッピーコンピューティングの教室） 

【費用】1000 円 

【問合せ】☎070-6571-0698（山本） 

ｅmail ：arisa.yamamoto@3coloredhappiness.net 

Website：https://3coloredhappiness.net/ 

 

◆海外見学ツアー◆ 

◆会員募集◆ 

◆コミュニティー・ビジネス◆ 

◆ 男女共同参画 ◆ 
 

◆大学公開講座◆ 
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特集 職業能力開発総合大学校（ＰＴＵ：Polytechnic University）の地域連携 

小平市小川西町 2丁目、中宿地域センターのある都営団地の向いに、職業能力開発総合大学校はある。42,000㎡

の敷地のなかに建ついくつかの白亜の建物。この地域一帯が集合住宅や公園に囲まれ、商業施設もあまりないた

め、静かな場所である。「大学校ってなんだろう」「なにを専門にしている学校なのだろうか」と思う市民も多い

のではないか。しかし、最近の同校の地域連携は目覚ましいものがある。ここ数年、どのように地域とかかわり

つつあるのか。広報・地域連携センター長 遠藤龍司氏（教授、構造力学・計算力学）にお話を伺った。   

 

◆職業能力開発総合大学校とは 

 職業能力開発総合大学校ときくと、大学とは違うの

かと思うが、文部科学省所管の高等教育機関が「大学」

であり、そのほかの省庁のそれは「大学校」と呼ぶと

のこと。ＰＴＵは厚生労働省所管の高等教育機関であ

る。同校は、1961年、小平市で創立。1973年、相模原

市に移転。2013年、小平に戻った。 

設置の目的は、職業訓練指導員（国家資格）の育成。

卒業生の約半分は民間企業（東証一部上場企業等の技

術者・研究者が多い）へ、約半分は国・都道府県等公

共機関の職業訓練指導員として就職する。また、学士・

修士を取得することができる機関でもある。 
 
◆「ＰＴＵを知ってほしい」 圓川隆夫校長の思い 

 高度な専門教育機関であるが、主たる目的が「職業

訓練指導員育成」とかなり専門的であるため、世間的

には今一つ知られていない。まずは、大学の存在につ

いて知ってほしいという、圓川校長（大学校であるた

め、学長ではなく校長と呼ぶ）の強い思いがあったと

聞く。さて、どうしたらよいのか。広く知ってもらう

ための専門の部署をつくろう、ということで「広報・

地域連携センター」が 2018年 4月に作られた。 
 
◆広報・地域連携の動き 

センターの設置は今年に入ってからだが、それ以前

からも地域連携の活動は行われてきている。 

その１ ＰＴＵフォーラム 

2014年から始まったＰＴＵフォーラムは、ものづく

りを中心に様々なテーマで、毎年、講演会・シンポジ

ウムなどを行ってきた。たとえば、2014年「グラブ作

りへの思い～イチロー選手とのエピソードを交えて」

（ミズノ グラブマイスター岸本耕作氏）、2015年「サ

ントリーの“やってみなはれ”と『ザ・プレミアム・

モルツ』の躍進」（サントリービール武蔵野工場長 岡  

賀根雄氏）、2018 年「鎌倉彫からみる日本のモノづく

り」（鎌倉彫作家 三橋鎌幽氏）、などなど。タイトル

を聞いただけで、「面白そう！」という声があがりそう

だ。これらはすべて遠藤センター長の企画というから

おどろく。「市民のみなさんにぜひ聞いていただきた

くて」と語る遠藤氏の笑顔が印象的だった。 
 

その２ なかまちテラスとの協働 

ここ数年、なかまちテラスの壁面に、年末から年明

けにかけてイルミネーションが輝くのを楽しみにし

ている方も多いのではないだろうか。漢字ひと文字で

のイルミネーションを作るのは、同大の学生と教員。

同じ文字が同大校庭にも輝く。例年２か所とも、同じ

文字を点灯してきたが、今年は平成最後とあって、な

かまちテラスは「平」、ＰＴＵ校庭は「成」の文字とな

った。地域の市民がＬＥＤ電球の取り付けに参加する

など、ＰＴＵと地域との協働の場、交流の機会となっ

ている。 
 

その３ 学生たちが地域へ 

 ＰＴＵの各課程は、一般の大学などと比べると授業

時間が約２倍と非常に多い。そのため、学生たちに、

余暇時間は少ないが、それでも専門性を活かして「な

かまちテラスまつり」や「元気村まつり」に参加し、

得意の分野で子どもたちの関心をさらっている。今年

は、同校ロボット部が夏休みの小学生向け企画として

「ライントレースロボット製作教室」を開き、好評だ

った。また、ブルーベリーリーグ（小平市大学連携協

議会）にも参加し、学生主催イベント「まちで楽しむ

６」では同部が活動発表を行っている。 

□   □   □ 

 遠藤センター長は、「学生が市民や子どもたちと接

して、教えたりコミュニケーションをとることは、将

来の仕事に就くうえでも大変役に立つ」と話す。今後

は、単位として認定していくことも検討しているとの

ことだ。学生たちの学外での連携・社会貢献がいっそ

うすすむのではないかと期待する。 
 
◆今後への期待 

ＰＴＵの広報・地域連携がこれからも一層発展して

いくかどうか、「小平にＰＴＵあり！」となるかどうか

は、同センターばかりではなく、学生・大学一丸とな

っての活動にかかっている。本来の勉学・研究に忙し

いうえにさらに忙しくなるわけで、大変なこととは思

うが、小平市民としても、今後に注目したい。 

（文責 伊藤） 
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助成金情報 

●公益財団法人さわやか福祉財団 
「連合・愛のカンパ」助成金～団体立ち上げ・新規事
業立ち上げのための準備金支援～ 
2017年 11月～2018年 12月末までに立ち上がった、ま
たは、開始する予定の新しい活動。 
【助成金】１団体につき上限 15 万円、（約 19 団体）を
予定。【締切】2018年 12月 25 日（火） 
【申込み方法】郵送のみ。〒105-0011 港区芝公園 2-6-8 
日本女子会館７階 公益財団法人さわやか福祉財団（立
ち上げ支援プロジェクト）団体の形態は任意団体でも
NPO 法人でも可。【問合せ】公益財団法人さわやか福祉
財団(立ち上げ支援プロジェクト)担当:鶴山・原島 
☎03-5470-7751、fax : 03‐5470-7755 
●一般財団法人 冠婚葬祭文化振興財団 
第 20回 社会貢献基金助成 高齢者福祉、障害者福祉、
児童福祉、環境・文化財保全、調査研究事業、地域つ
ながり事業、冠婚葬祭継承事業などの社会貢献事業に
対し助成。詳細は:http://www.ceremony-culture.jp 
【助成金】総額およそ 1,000 万円。１件当たりの助成
額上限は 200 万円。但し、研究助成事業においては、
100万円。【締切】2019年 2 月 28日（木） 
郵送にて提出：一般財団法人 冠婚葬祭文化振興財団 
社会貢献基金助成 運営事務局 〒105－0003 港区西

新橋 1-18-12 COMS 虎ノ門 6 階 詳細は， 
https://www.sawayakazaidan.or.jp/news/2018/20181
101.html 
【問合せ】一般財団法人 冠婚葬祭文化振興財団社会
貢献基金助成 運営事務局 ☎03-3500-4211 
http://www.ceremony-culture.jp 
●日本政策金融公庫 国民生活事業 
ソーシャルビジネス支援資金 
【対象】NPO 法人、NPO 法人以外であって、保育サービ
ス事業、介護サービス事業等を営む方。社会的課題の
解決を目的とする事業を営む方【融資限度額】担保な
しと担保ありの 2種。借入申込書のダウンロード： 
https://www.jfc.go.jp/n/service/dl_kokumin.html 
詳しくは、支店の窓口へ。 
●一般財団法人ハウジングアンドコミュニティ財団 
①地域づくりやコミュニティを基軸にした広範な市民
活動に対する助成②住まいや住宅地、団地、マンショ
ンなどを活動対象にして今日の多様な住宅問題に取り
組む市民活動に対する助成。【助成金】1 件あたり 120
万円以内。【締切】2019 年 1 月 8 日（火） 必着。詳し
くは、http://www.hc-zaidan.or.jp/program.html 
【問合せ】ハウジングアンドコミュニティ財団(助成
係)☎03-6453-9213 http://www.hc-zaidan.or.jp/ 

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。 

【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:http://kodaira-shiminkatsudo-ctr.jp 

 

毎月月末に配信中。登録は
下記ホームページから↓ 

 

詳細についてはそれぞれの 
ホームページでご確認下さい。 

  〜安全・安心！子ども食堂の輪を広げよう〜 

   講師：湯浅誠氏（社会活動家、法政大学） 

子ども食堂は小平でも数カ所で実施されています。安全に安

心して運営するために、全国の事例に詳しい湯浅誠氏にお話

をうかがいます。 

【日時】2019年１月１２日（土）13:30〜16:00 
【場所】小平元気村おがわ東第二会議室 

【定員】30名（要申込、先着順） 

【保育】6名（１歳〜就学前、先着順、要申込、〆切 1/5） 

 市民団体の世代交代を語る 
「次の担い手」はどこの団体も悩みの種。

ゲストスピーカーのお話からヒントを貰

いましょう。 

【日時】１月２６日（土） 
 13:30〜16:30 

【場所】元気村第二会議室 

【定員】30 名（要申込、先着順） 

【保育】6 名 6名（１歳〜就学前、先着順、

要申込、〆切 1/19）  

講演会 子ども食堂の現状と課題 

  〜安全・安心！子ども食堂の輪を広げよう〜 

   講師：湯浅誠氏（社会活動家、法政大学） 

子ども食堂は小平でも数カ所で実施されています。安全に安

心して運営するために、全国の事例に詳しい湯浅誠氏にお話

をうかがいます。 

【日時】2019年１月１２日（土）13:30〜16:00 
【場所】小平元気村おがわ東第二会議室 

【定員】30名（要申込、先着順） 

【保育】6名（１歳〜就学前、先着順、要申込、〆切 1/5） 

こだいら人財の森  

地域デビューパーティー 

〜市民と地域活動の出会いの場〜  

実行委員募集！ 

2019年３月１６日（土）に行う地域デビューパーティ

ーの実行委員を募集します。 

★第１回実行委員会★ 

１２月１５日（土）10:00〜12:00 

小平市中央公民館講座室２ 

 

交流サロン 

 市民団体の世代交代を語る 
「次の担い手」はどこの団体も悩みの種。

ゲストスピーカーのお話からヒントを貰

いましょう。 

【日時】１月２６日（土） 
 13:30〜16:30 

【場所】元気村第二会議室 

【定員】30 名（要申込、先着順） 

【保育】6 名 6名（１歳〜就学前、先着順、

要申込、〆切 1/19）  

交流スペースでは「元気村まつり 2018
写真展」を開催中です、どうぞお立ち
寄り下さい！ 



カレンダー 各イベントの詳細は、本文をご覧ください。 
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12/12 水 おだまき さき織り展示・販売会 ～

17 日 

12/14 金 ベビー☆ママのふれあい体操 鈴木

公民館 

子ども食堂  風鈴草 

12/15 

 

土 

 

図書館のこれからとまちづくり 

プレーパーク 

喫茶〈サタデーひだまり〉 

小平市知的障害者従業者養成研修 

～16日 

白梅子育て広場シンポジウム伸びゆ

く木 

こだいら人財の森 地域デビューパ

ーティー第１回実行委員会 

12/18 

 

火 

 

うたごえ in 元気村 昼 

こだはぐカフェ＠鈴木公民館 

学ぼう！ 日本手話（第 2回目） 

はじめてのパソコンサークル 

12/19 水 ハートピア認知行動療法実践 

12/20 木 サロンミニコンサート小川 2 丁目児

童館 

きらら広場ベビー三小 

12/21 金 きらら広場ベビー中央 

12/22 土 

 

憲法カフェ＠なかまちテラス 

クリスマス Charityこんさぁと 

こども劇場「アラビアンナイト～魔

法のランプと明日のヒカリ～」 

小平市知的障害者従業者養成研修  

12/24 月 うたごえ in 元気村 昼 

アンサンブル・ルナーﾚ演奏会 

クリスマス Charityこんさぁと 

12/25 

 

火 

 

サロンミニコンサート永田珈琲 

きらら広場だっこ中野産婦人科ホー

ル 

きらら広場鈴木公民館 

はじめてのパソコンサークル 

1/6 日 小平朗読教室「ひびき」発表会 

ポポロ人形劇「おまえうまそうだな」 

1/7 月 熟年いきいき会おしゃべりサロン 

1/8 火 はじめてのパソコンサークル 

1/9 水 サロンミニコンサート津田公民館 

ハートピア「７つの習慣・第 8の習

慣」 

1/12 土 あすぴあ講演会「子ども食堂の現状

と課題〜安全・安心！ 子ども食堂

の輪を広げよう」 

1/15 火 熟年いきいき会井戸端会議 

はじめてのパソコンサークル 

1/19 土 喫茶〈サタデーひだまり〉 

1/22 火 はじめてのパソコンサークル 

1/24 木 熟年いきいき会市民うたごえまつり 

1/26 土 市民活動サロン「団体の世代交代を

語る」 

1/27 日 プレーパーク 

1/28 月 サロンミニコンサート小川 2 丁目児

童館 

1/30 水 サロンミニコンサート永田珈琲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行責任者：NPO法人小平市民活動ネットワーク 

伊藤規子 

中央公民館ギャラリーの催し物（予定） 
【2018年】 
12/11（火）～12/16（日） 虹のアトリエ会 
12/18（火）～12/22（土） 四葉会 
【2019年】 
１/１２（土）～１/１３（日） みんなの健康展 
１/１５（火）～１/２０（日） 仏像彫刻「こげら会」作品展 
１/２５（金）～１/２７（日） 市民文化祭「盆栽展」 
１/２９（火）～２/３（日） アートクラブ七月会 
２/５（火）～２/７（木） 小平市女性のつどい 
２/８（金）～２/１２（火） 多摩六都フェア  

パラアート制作ワークショップ作品展 
２/１３（水）～２/１７（日） 水写真サークル 
２/１９（火）～２/２４（日） 「江戸時代の面影を残すー 

小平の分水路網」展 
２/２７（水）～３/３（日） 小平市九館会まつり 
３/５（火）～３/１０（日） 忘れない３．１１展 
３/１２（火）～３/１７（日） 小平シニアネットクラブ 
３/２３（土）～３/２４（日） 第２１回チャリティ古本市 
３/２６（火）～３/３１（日） 小平市写真連盟 
〈初日は準備で、午後または翌日からの鑑賞となる場
合があります。内容は変更になる場合もあります〉 

〈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） 

事務局：藤原☎090-4391-4910 

「連」をいっしょに作る方募集！！ 

「連」の記事を取材をしたり、編集や印刷の作業を

してくださるボランティアを募集しています。毎月 1

回の編集会議で企画をたてて、取材をしたり、イベ

ントの情報を集めたり、パソコンで編集作業をした

り、印刷をしたりする仕事です。関心のある方は、

ご連絡ください。 

【問合せ】fax. 042-323-5450（藤原） 

e-mail:info@kodaira-shimnet.jp  

http://kodaira-shimnet.jp/   

 
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。
大きさは 25 字×15 行くらい。〆切は毎月 3日。 
【問合せ】fax. 042-323-5450（藤原） 

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

ＮＰＯ法人小平市民活動ネットワークは、会費を中

心に運営されています。会員になって、「連」発行や

その他の活動を支えてください。 

 


