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！
・NPO 法人小平市民活動ネットワーク

2019 年 4 月 10 日発行

特集：自治会地域懇談会に参加して
2019 年 5 月号の発行予定は 5 月 10 日（金）
掲載情報の〆切は 5 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。

Vol.183
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

「こだいら人財の森」がスタートしました！
アンケート調査、活動団体向け説明会、事業説明会、と約 1 年にわたり準備を重ねてきました
市民活動の裾野の拡大事業・「こだいら人財の森」が 3 月 1 日よりスタートしました。
人と人とのつながりや出会いを通して「住みよい街・小平」のまちづくりの為

市民の皆様が

仕事や趣味を通じて身に着けた技術やノウハウを役立てたいと思うことがあるかと思います。こ
の事業は、皆様がお持ちの豊かな知識や経験などを市民活動に活かしたい方と意欲と能力のある
人財を求めている活動団体とを支援しマッチングするものです。
空いた時間を地域の為の社会貢献に参加していただければ、の願いをこめて、このシステムを
利用して下されば幸いです。社会貢献をしている充実感を得ることは、何物にも代えがたい幸福
感につながる…この市民活動の裾野の拡大事業「こだいら人財の森」で心豊かに過ごす生き方を
見つけられるかもしれません。
小平の多様な活動団体が、多彩なテーマ設定で、楽しく役立つ会場を作りました。地域デビュ
ーパーティー実行委員会、小平教育部公民館、小平社会福祉協議会こだいらボランティアセンタ
ー、こだいら観光まちづくり協会、小平商工会、多摩信用金庫、JA 東京むさしの皆様をはじめ、
関係各位の皆様のご協力ご支援をいただき、3 月 16 日（土）、福祉会館 4 階・5 階で開催しました
〝市民と地域活動の出会いの場「地域デビューパーティー」″は総数 400 名強を数えました。
皆様のご協力により成功裏に終えた「地域デビューパーティー」ですが、ご来場の方々から新
たに、何パーセントかずつでも地域活動に参加していただければ、この上もない喜びです

この

事業を実効あるものにするには、これからが正念場と考えます。折々の機会に社会参加、地域活
動への参加のＰＲを続けて参ります。
会場風景
☜

5階

交流コーナー

4 階分野別展示ブース

☞

ＮＰＯ法人 小平市民活動ネットワーク

第１５回総会

【日時】５月１８日（土）13:30～
【場所】小平元気村おがわ東

第 1 会議室

※終了後、懇親会をいたします。（同会場）
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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。

✐

【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

◆

サロンミニコンサート

新サークル誕生

《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。
≪4 月≫
１１日（木）11:20～小川 2 丁目児童館（児童館は
大人のみは不可 以下同）
１７日（水）10:30～小川東町地域センター
14:30～津田公民館（4/6 より変更）
２５日（木）13:30～永田珈琲コーヒー付き（千円）
≪５月≫
１１日（土）11:00～中島地域センター
１３日（月）11:20～小川２丁目児童館
２４日（金）13:30～永田珈琲コーヒー付き（千円）
３１日（金）14:30～津田公民館（500 円）
【問合せ】バイオリンの音を楽しむ会（黒澤）
☎＆fax 042-341-3457

小平を食べよう
【日時】４月３０日（火）17:00～
【場所】津田公民館学習室２
【内容】地粉で作った“小平うどん”
【費用】1 杯 100 円（天ぷら・漬物付き、おかわり 100
円プラス）
【先着】15 名
“小平うどん作り”の体験希望者は 14:00 までにおい
でください。実費 300 円・先着 5 名
次回は 7 月の予定
津田公民館 小平を食べよう会 山根

ありがとうお母さん

マリンバにこにこコンサート
「マリンバ演奏を楽しむ会 in なかまちテラス」
「ケア
音楽実践ボランティア、ドルツェの会」「音楽で生き
活き Allegro in 中央公民館」のサークルで「お母
さん」の歌やクラシックの名曲（５月の誕生 ブラー
ムス、チャイコフスキー）を演奏します。
【日時】５月６日（月・振替休日）13:30～16:00
【場所】中央公民館ホール
【参加費】500 円（手作りクッキーとお茶） 小学生
まで無料
【問合せ】☎＆fax 042-341-4806（今井）

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】
昼の部 第 3 火曜日 ４月１６日 （火）13:30〜
15:30、夜の部：最終月曜日４月２９日（月・祝）
18:30〜21:00
【場所】小平元気村おがわ東第２会議室
【問合せ】☎090-4947-5393 村瀬

中途失聴・難聴者のための
地域コミュニケーション啓発講座

「聞こえにくくなってからの
コミュニケーションを学ぼう」

ｋ・ｋ・メンネルコール

聞こえにくくて困ることはありませんか？ 聞えを
補う方法を学ぶ機会です。
【日時】５月１８日(土)14：00～16：30
(受付 13：40～)
【場所】中央公民館 講座室 2
【講師】坂山 巳世氏
(渋谷区中途失聴・難聴者友の会会長)
【申込み】不要、無料
【主催】中途失聴・難聴者協会 組織部
【後援】小平市社会福祉協議会
【協力】小平要約筆記サークル「ほおずき」
☎fax042-332-6300 佐野
【情報保障】手話通訳、要約筆記、ヒアリングループ
【問合せ】☎03-5919-2421 fax：03-5919-2563

第６回定期演奏会
【日時】４月２１日（日）14:00～（開場 13:15）
【場所】ルネこだいら大ホール
【指揮】下村雅人 【ピアノ】松行美左子
【演目】男性合唱組曲「雨」、琵琶湖周航の歌、最上
川舟歌、群青、海その愛、Soon Ah Will Be Done
（黒人霊歌）、Stand Alone、Serenade（学生
王子より）、Ave Maria（Arcadelt）他
【入場料】500 円（全席自由）
※乳幼児のご入場はご遠慮ください。
【後援】小平市・公益財団法人小平市文化振興財団
【チケット】ルネこだいらチケットカウンター
【問合せ】☎042-344-9432 高橋

参加者募集

太極拳「初心者体験教室」

憲法カフェ＠なかまちテラス

太極拳はゆったりとした動作で、老若男女が楽しめる
武術です。
【日時】５月２３日（木）、３０日(木)
11:30～13:00

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】４月２７日（土）13:30〜16:00
※次回 5 月 25 日（土）、6 月 29 日（土）
【場所】なかまちテラス地下学習室１
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【場所】市民総合体育館第 3 体育室
【講師】姜 馳(ジャン チー)
北京体育大学武術科卒業
【費用】無料
【主催】健身会
【申込み・問合せ】☎090-6106—1664

☎＆fax:042-347-7211
E-mail: info@kodaira-kogeki.org
http://kodaira-kogeki.org/

こだいら自由遊びの会
プレーパーク

山田

ＤＶＤ映写会（ドキュメンタリー映画）

プレーリーダーに来てもらって、木工作します。
【日時】４月２７日（土）10:00～16:00 頃まで
【場所】中央体育館東側の林
【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。出入り自由
次回は、5 月 26 日（日）
【当日の連絡先】http://kodairaplaypark.com/
☎090-1771-7431 足立、070-6616-9959 福本

「沖縄から叫ぶ戦争の時代」
～戦争の時代が歩き始めた～
【日時】５月２６日（日）13:30～15:30
【場所】小平元気村おがわ東 多目的室
【費用】無料
【主催】萩山・小川団地九条の会
【問合せ】☎042-344-5985 村瀬、
042-343-8818 高橋

◆

子ども・子育て

◆

子育て広場

き ら ら

■きらら広場（全て申込み不要、無料）
４月１８日（木）10:00～11:45 ベビー三小
第三小学校第 2 学童室
２３日（火）10:00～12:00 だっこ
中野産婦人科医院ホール
２３日（火）10:00～12:00 はなこ
鈴木公民館音楽室
２６日（金）10:00～12:00 ベビー中央
中央公民館和室
■絵本と育ばな
４月１２日（金）10:30～12:00 きらら事務所
■ベビー☆ママのふれあい体操
４月１２日（金）10:30～11:45 鈴木公民館和室
【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

小平こども劇場

さーやんの絵本であそぼう
絵本のおはなしからイメージをふくらませ、その世界
の中であそびあう時間を親子で一緒に楽しんでみま
せんか？ 「読み聞かせ」とは少し異なり、ライブで
創るあそびの時間です。今日の絵本は何かな？ 大好
きな絵本の世界でいっしょにあそびましょう！
＜幼児版＞
【日時】４月２０日(土)10：30～12：00
【場所】福祉会館 1 階和室ホール
【対象・定員】3 歳(年少)～６歳(年長)の親子 15 組
（要申込、先着順）
＜乳幼児版＞
【日時】４月２５日(木) 10：30～12：00
【場所】小川西町地域センター２階和室
【対象・定員】1～3 歳の未就園児の親子 10 組
（要申込、先着順）
【参加費】１組 500 円（保険代を含む。会員は無料）
【講師】西脇さやか（(公社)日本児童青少年演劇協会
「幼児の劇あそび夏季講習会」講師 等）
【持ち物】お弁当、水筒、タオル。動きやすい服装で。

子どもの権利条約普及推進事業

もがれた翼

パート 25

パッチワーク
ＤＶＤ上映会
「もがれた翼」は、子どもの人権をめぐる問題を知っ
ていただくことを目的に、毎年子どもたちと弁護士が
作っているお芝居です。今回上映する「パッチワーク」
は、子どもの福祉、自立援助ホームをテーマにした最
新作のＤＶＤです。
【日時】４月２３日（火）9:45～正午（予定）
【場所】中央公民館講座室２
【費用】無料 当日、会場へ（先着順）※未就学児入
場可
【企画・運営】小平市子どもの権利条約普及推進事業
企画委員会
【主催・問合せ】小平市教育委員会・地域学習支援課
☎042-346-9834

こどもまつり
春いっぱいの小金井公園で思い切り外遊び！ いろ
いろなコーナーで遊んでスタンプを集めたり、皆で輪
になって踊ったり…。大人も子どもも真剣にあそびま
くります！
【日時】５月６日(月祝) 9：45 受付開始～15:00
頃まで（雨天の場合は延期あり）
【場所】小金井公園 つつじ山広場
【定員・参加費】なし
※当日飛び入り参加も OK ですが、詳細は事務局まで
お問い合わせください。
※上記 2 件とも
【申込・問合せ】NPO 法人小平こども劇場

ママが元気になる広場

こだはぐカフェ＠鈴木公民館
※今年度は隔月開催
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【日時】５月２１日（火）10:30～14:30
【場所】鈴木公民館学習室２・調理実習室兼
【入場料】100 円（お茶とお菓子付き）
ランチ：12:00～（500 円）食券販売 10:30～
【お楽しみ企画】ブログでお知らせ
今年度の開催予定日（火曜日 10:30～14:30）
5 月 21 日、7 月 16 日、9 月 17 日、１月 21 日、3 月
17 日 ※11 月は公民館祭りのため未定
【問合せ】e-mail kodahugml@gmail.com
HP http://kodahug.com
facebook
https://www.facebook.com/kodahug

みんなの居場所

◆

福

「おしゃべりサロン」
【日時】５月８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）

講演会

「歯と口の健康」
～健康寿命・元気な１００歳を目指そう～

風 鈴 草

祉

◆

みんなで話そう

【日時】５月１５日（水）13:30～16;00
【場所】福祉会館第 2 集会室（３階）
【講師】上原三和乃さん（歯科衛生士）
【参加費】200 円（会員 100 円）

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】４月２６日（金）17：30～19：30
【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。
次回は、5 月 24 日（金）予定
【問合せ】☎090-1771-7431 足立

◆

シニア

♪みんなで唄おう♪

第６０回「市民うたごえ祭り」
【日時】５月２１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：自由参加 予約不要
【主催】熟年いきいき会
【問合せ先】☎042-341-8604 太田

◆

喫茶〈サタデーひだまり〉

はじめてのパソコンサークル

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13:30〜16:00

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。
４月１６日 9:30～11:45 中央公民館 学習室 4
２３日 9:30～11:45 あすぴあ会議室
５月 ７日 9:30～11:45 中央公民館学習室 4
１４日 13:30～15:45 あすぴあ会議室
２１日 9:30～11:45 中央公民館講座室 2
２８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
【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

４月２０日、５月１８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」
【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
子ども・若者支援者学習会 ―リーダーシップ文化で
日本再生
◆子ども支援者学習会 10回シリーズ
第1回「子どもたちに７つの習慣を（その１）」～リー
ダーシップ教育が生み出した奇跡について学びませ
んか。
【日時】４月１７日（水）10:00～12:00
【場所】福祉会館第3集会室
◆若者支援者学習会 10回シリーズ
第２回「リーダーシップ家庭文化を創造する」～リー
ダーシップ家庭教育の重要性について一緒に学びま
せんか。
【日時】６月５日（水）10:00～12:00
【場所】福祉会館第3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
e-mail：heartpia@wish.ocn.ne.jp

ＰＴＰＬ交流会
（NPO PLANT A TREE PLANT LOVE）
参加は自由、どなたでも参加できます。
交流会当日 PTPL 提供の DVD、杉原千畝関連、サムエ
ルウルマン・青春とは、等希望によりみることが出来
ます。（会費はなく、飲食代金は自己負担です）
【日時】４月２８日（日）14:00～16:00
【場所】サン珈琲（小平市小川町 2-1233-3 当日連
絡は電話：042-347-3058）
【問合せ・連絡先】NPO PTPL 理事・小平支局長 池田
春寿 ☎＆fax042-346-7268、
e-mail sahaikeda@nifty.com）
次のＰＴＰＬ交流会・日程は以下参照ください。
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東町 2-4-7
【問合せ】☎080-3219-9888

ブログ：http://ameblo.jp/ptpl-haru/
ともいき暦：
ttp://www.tomoiki.ptpl.or.jp/calendar/2016/
ジャパネスク：http://japanesque.tokyo/

◆

募集

◆

fax 042-341-3302

大学 公開講座

◆

白梅学園大学・白梅学園短期大学公開講座

◆

（春夏期）

第 13 回 白梅子ども学講座

外国人の日本語学習を支援

■ 子どもの貧困と子ども学の課題

小平日本語ボランティアの会

第 1 回 子どもの貧困と子ども食堂
【日時】６月２９日（土）13:00～16:00
【講師】湯浅 誠（白梅学園大学非常勤講師・社会活
動家・前法政大学教授）
【費用】2,000 円
【申込み受付期間】4 月 8 日（月）～5 月 23 日（木）
第 2 回 子どもの貧困問題と社会福祉
【日時】７月１３日（土）13:00～16:00
【講師】浅井 春夫（立教大学名誉教授）
【費用】2,000 円
【申込み受付期間】4 月 8 日（月）～6 月 6 日（木）

私たちは、外国人のみなさんに日本語を教えています。
学習者のニーズに合わせて、1 対１で学習します。

多文化に興味と感心を持ち、皆と友好的に接して
いける一般社会人、学生

経験不問、資格・外国語 不要
【日時】毎週水曜日 18:45～21:00
祝日・盆、年末年始は休み
【場所】小川西町公民館
【会費】月 200 円
【申込】e-mail@knvg.sakura.ne.jp
ＨＰ http://knvg.sakura.ne.jp

■白梅まなびの教室 2019（各回毎申込）
第1回

宮沢賢治「オツベルと象」を読む
―《労働》の寓話として―
【日時】７月２７日（土）13:00～14:30
【講師】鬼頭七美（白梅学園大学准教授）
【費用】1,000 円
【定員】50 名
【申込受付期間】4 月 8 日（月）～6 月 20 日（木）
第 2 回 もっと魚を詳しく知ろう！
【日時】８月３日（土）10:30～12:30
【講師】宮崎佑介（白梅学園短期大学講師）
【対象】魚に興味がある方はどなたでも参加できます。
お子様の場合は、おひとりで作業できる方が対象です。
【定員】20 名
【費用】2,000 円
【申込受付期間】4 月 8 日（月）～6 月 26 日（水）
以上全て
【申込先】白梅学園大学・白梅学園短期大学 子ども
学研究所
〒187-8570 小平市小川東町 1-830
公開講座（直通）☎042-313-5990 fax 042-346-5652
詳しくは、
http://daigaku.shiraume.ac.jp/openlecture

援農ボランティア募集
農家のお手伝いをしませんか。申込期限５月 7 日（火）
農業に関心があり、農作業の一部を農家とともに担う
援農ボランティア養成講座を開催します。
【対象】定期的にボランティア活動が可能な、原則と
して市内在住の 20 歳以上の健康な方
※講座（座学などと実習）
【募集人数】10 人程度（野菜コース、果樹コース）
※実技の習得のみが目的の方はご遠慮ください。
【日程】開校式と座学 6 月下旬、農家さんとの顔合わ
せ 8 月～9 月・1 回、実習 8 月～11 月（10 回）
座学 8 月下旬、視察研修 11 月初旬、閉校式・記念講
演 12 月中旬
【申込】5 月 7 日（火）までに、はがきに「援農ボラ
ンティア希望」と明記し、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、性別、電話番号を記入のうえ、ＪＡ東京むさし
小平支店指導経済課（〒187-0032 小川町 2-1827 へ（申
込多数の場合は抽選）
【問合せ】☎042-348-7244 ＪＡ東京むさし小平支
店指導経済課 ☎042-346-9533 小平市産業振興課
詳しくは、4 月 5 日市報 8 面参照

◆

居場所

◆

◆

こだまちサロン
「トレ・ビアン」みんなの居場所

他市の講座・イベント

◆

組織を変革する事例と新しい仕組み

第２回 NPO による ICT サービス活用
自慢大会
【日時】４月２０日（土）13:00～18:30

誰でも参加できます。ボランティアさん募集中！ 懐
かしい古いレコードご持参の上、お楽しみください。
【内容】こだ健体操、フラダンス、ラジオ体操
第 2 水曜日：ミニライブ、皆で唄おう
第 4 水曜日：三ツ矢さんのミニコンサート
【参加費】250 円（お茶・お菓子・保険代）
【日時】毎月第 2・第 4 水曜日 12:00～16:00
夏休み：7 月・8 月は第 4 水曜のみ開催
冬休み：1 月・2 月は第 4 水曜のみ開催
【会場】豊生画廊奥のホール 一橋学園駅北口より東
へ徒歩 3 分「東町」バス停、セブンイレブン前（学園

【場所】サイボウズ東京オフィス（中央区日本橋 2-7-1）
【対照】NPO スタッフ、NPO 支援関係者
【主催】NPO サポートセンター
【定員】100 人 【参加費】2,000 円
【問合せ】NPO 法人 ＮＰＯサポートセンター（小堀、
笠原、瀬角）☎03-6453-7498
https://npo-sc.smktg.jp/public/application/add/
97
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特集

自治会地域懇談会（東部市民センター）に参加して

以前、私が住んでいた街では「まつり」があり、町内会は重要な位置にありました。
自治会・町会は、子ども会、青年団、婦人会、高齢者クラブ等の地域コミュニティの核とな
るべき存在で大変重要だと思っていますが、近年その加入数が減少していると聞きます。
そこで東部市民センターで開かれた自治会懇談会に参加してみました。
加入者数の減少など、その原因を、小平市地域振

私たちで作り上げていく」との機運の盛り上がりと

興部市民協働・男女参画推進課にお聞きしました。

意気込みで、自治会・町会を含めた、幅広い世代で

市民にとって身近な地縁組織である自治会・町会

地域課題について取り組んでいます。

は地域課題解決のための活動の担い手として重要な

市では、住民相互の支え合いやコミュニティ活動

役割を担っているとし、地域における安全、安心に

を円滑に進める為、地域が顔と顔の見える関係を築

関する取組や美化活動、見守り活動などについて、

き、地域の課題に向けて取り組む場として「地域連

自治会・町会との協働の取り組みを進めています。

絡会」を地域の意向に沿いながら展開していきたい

しかしながら、自治会の加入率は減少傾向にあり

と考えているようで、学園東町地区でも、その取組

ます。その理由として、単独世帯の割合や共働き世

がスタートいたしました。

帯の増加、ライフスタイルの多様化などに伴い住民

③にもあるように、当日の懇談会での話題は

◆

と地域の関係が希薄になっており、新たな転入者が

世話人のなり手がない、世代交代が上手くいかない、

加入しない、働き盛りや若い世代を中心に自治会・

◆ネコの糞の処理（飼い主に何度言っても聞いてく

町会等の各種事業への参加が難しいことなどにより

れない）
、◆まつりの電気関係の世話をしてくれる人

その活動への関心が高まらず、加入につながってい

がいなくなった（出席していた他の自治会長さんが

ない、高齢を理由として自治会を脱会される世帯も

電気工事業だったことで解決）
、◆町内に別の若手の

多いこと等が挙げられます。

グループが生まれ二重構造状態になっているが、こ

①

れはこれで軋轢がある訳ではないとの話があり、役

小平市の自治会、町会の加入数又は率の推移

員の輪番制やシステムづくりなど前向きに取り組ん
でいる報告もありました。
一方

後に、自治会・町会のない住民から、自治

会・町会がなくても何の不自由もない、自治会・町
会の必要性や意義が全く感ぜられない、むしろ

煩

わしさがない、との話も聞きました
思えば、みんなが貧しかった時代

お隣同士で味

噌、醤油を貸し借りしていた頃は皆が助け合わなけ
②

れば生きていけない時代でした。必然的にコミュニ

私が参加した、花小金井地区での懇談会に参

ティが構築されたのです。

加した自治会の数

今の時代、特に都会になればなる程、コミュティ

h29.7.6 ：花北地域センター：12 自治会 16 名

がなくても生きていけます。自治会・町会というコ

h30.5.15：東部市民センター：７自治会 10 名

ミュニティがなくても不便はない、むしろ義務のよ

h31.1.19：東部市民センター：11 自治会 14 名
③

うなものを押し付けられイヤだということになりま

自治会の共通の課題や悩み

す。新たな若手の集まりが生まれている自治会・町
会があることは、今までの長老の集まり、飲み食い

自治会の存在意義（メリット）

のためだけになっているのではという感じ方などか

ゴミ問題（対策）／高齢者の見守り・助け合い

ら、◆新しい形の自治会・町会、◆必要な面と改革

④

自治会の役員のなり手がない

すべき点を吟味すべきでは、◆参加して楽しい、建

地域連絡会について

設的な意見の出る場づくり等、方策はあるのではと

学園西町地区では、自治会や町会を中心に地域に

思いました。

関わる様々な団体が連携する中で、それぞれの団体
が、その役割をより効果的に果たすとともに、地域

あすぴあの書架にある、紙谷高雪/著『どこまでや

の課題について情報を共有することで、その解決に

るか、町内会』
（ポプラ社）は、行政との関係も含め、

向けて、地域として一体となり「私たちの地域は、

課題解決のヒントが見つけられるかも、お進めの 1
冊では…。
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（文責：後々）

★お知らせ★4 月 29 日（月・昭和の日）〜5 月 6 日（月・振替休日）まで休館します。
あすぴあのホームページがリニューアル！

市民活動パワーアップ講座

NPO 会計・税務講座（全３回）

〈こだいら人財の森〉登録受付中！

講師は、毎回わかりやすいと好評の馬場利明
さん（小金井市在住の税理士）です。
【日時】６月１日、８日、１５日
いずれも土曜日
【場所】元気村おがわ東会議室
＊日にちによって会議室が異なります。
【定員】30 名（要申込、先着順、申込は５月
から）
【保育】6 名（１歳〜就学前、要申込、先着順、

３月から始まったこの事業では、すでに団体や個人から
登録を受け付けています。求める人財の登録があった場
合は、マッチングでご紹介します。現在の登録状況はホ
ームページをご覧ください。こだいら人財の森で検索
＊この事業を利用したい団体は、あすぴあ登録団体になる必
要があります。

平成 31 年度版『むすぶ』が出来ました！

あすぴあの他、市役所１階市民協働・男女参画推進課、中央公 〆切 5/24）
民館、こだいらボランティアセンター、東・西出張所では無料
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↓
で配布しています。
【問合せ先】
★あすぴあホームページの

小平市民活動支援センターあすぴあ
市民活動を探す 市民活動団体一覧でも
分野やキーワードで検索ができるようになりました。 ☎ 042-348-2104、FAX 042-348-2115
★イベント・カレンダーは、市民に開かれた公益的な
活動を広報できるツールです。是非ご利用ください。

〒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

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。

助成金情報
◆公益財団法人 太陽生命厚生財団 2019 年度社会福祉
助成事業
対象 ①事業助成 地域福祉活動を目的とするボラン
ティアグループおよび NPO（法人格の有無は不問）ボラ
ンティアグループ等が在宅高齢者または在宅障がい者
等のために福祉活動や文化活動を行うために必要な費
用または機器、機材、備品等を整備するための費用に
対し助成。認知症カフェ、地域サロン等。②研究助成
非営利の民間団体等及び個人。高齢者保健・医療、生
活習慣病又は高齢者福祉に関する研究・調査への助成
事業助成 1 件 10 万円～50 万円 合計 2,000 万円、
研究助成 1 件 30 万円～50 万円 合計 300 万円 【締
切】6 月 30 日（日）必着
【問合せ】〒143-0016 東京都大田区大森北 1-17-4 太
陽生命大森ビル 公益財団法人 太陽生命厚生財団 事
務局 ☎&FAX:03-6674-1217
◆東京都庁 2019 年度 東京都在住外国人支援事業助成
募集
民間団体が行う、東京都内の在住外国人を支援する事
業に対して助成。
【締切】5 月 7 日（火） 郵送又は持参
詳細は
http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/chiiki_ta
bunka/tabunka/tabunkasuishin/0000000158.html

【問合せ】東京都生活文化局都民生活部地域活動推進
課国際交流担当 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁
目 ８ 番 １ 号 東 京 都 庁 第 一 本 庁 舎 19 階 南 側 ☎
03-5320-7738
Ｅメール
S8000224@section.metro.tokyo.jp
◆ドナルド・マクドナルド・ハウス財団】2019 年度 ド
ナルド・マクドナルド・ハウス財団助成事業
難病児及びその家族を支援する福祉、医療分野におけ
るボランティア団体への助成
【助成金総額】200 万円（7 月中旬に交付）
【締切】5 月
31 日（金）消印有効 詳細は、
https://www.dmhcj.or.jp/foundation/results/2019.
html
◆公益財団法人草の根事業育成財団 2019 年草の根育成
助成
【対象】東京都内で様々な問題を解決しようとする取
り組み。取り組みの立ち上げ、一時的な資金調達、更
なる発展への必要などがポイント。他団体などのモデ
ルに成長することが期待される調査研究事業も対象
【助成総額】4,500 千円 一事業の上限額 1,000 千円
申込み締切 2019 年 6 月 17 日（月） 消印有効
【問合せ】☎042-427-4278
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4/25
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木

4/26
4/26
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4/27
4/28
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5/3
5/6
5/6
5/7

金
金
土
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火
金
月
月
火

5/8
5/10
5/11
5/13
5/14

水
金
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月
火

5/15
5/18
5/18

水
土
土

5/18
5/21
5/21

土
火
火

5/21

火

5/23
5/24
5/24
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各イベントの詳細は、本文をご覧ください。

サロンミニコンサート小川 2 丁目児童館
子育て広場きらら 絵本と育ばな
子育て広場きらら ベビー☆ママのふれ
あい体操
うたごえ in 元気村 昼
はじめてのパソコンサークル 中央公民
館 学習室 4
サロンミニコンサート小川東町地域セン
ター
ハートピア 子ども支援者学習会
子育て広場 きらら ベビー三小
小平こども劇場 さーやんの絵本であそ
ぼう 幼児版
喫茶〈サタデーひだまり〉
第２回「ほっと女子会」
ｋ・ｋ・メンネルコール
子育て広場 きらら だっこ
子育て広場 きらら はなこ
もがれた翼 パート 25 パッチワーク
はじめてのパソコンサークル あすぴあ
会議室
サロンミニコンサート永田珈琲
小平こども劇場 さーやんの絵本であそ
ぼう 乳幼児版
子育て広場 きらら ベビー中央
みんなの居場所 風鈴草
憲法カフェ＠なかまちテラス
プレーパーク
ＰＴＰＬ交流会
うたごえ in 元気村 夜
小平を食べよう
「連」184 号投稿〆切
マリンバにこにこコンサート
小平こども劇場 こどもまつり
はじめてのパソコンサークル 中央公民
館 学習室 4
熟年いきいき会 おしゃべりサロン
「連」184 号発行
サロンミニコンサート中島地域センター
サロンミニコンサート小川２丁目児童館
はじめてのパソコンサークル あすぴあ
会議室
熟年いきいき会 講演会 歯と口の健康
シムネット第１５回総会
講座 聞こえにくくなってからのコミュ
ニケーションを学ぼう
喫茶〈サタデーひだまり〉
こだはぐカフェ＠鈴木公民館
熟年いきいき会 第６０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 学習室 2
太極拳「初心者体験教室」
サロンミニコンサート永田珈琲
みんなの居場所 風鈴草

5/25
5/26
5/26
5/28

土
日
日
火

5/30
5/31

木
金

憲法カフェ＠なかまちテラス
ＤＶＤ映写会 沖縄から叫ぶ戦争の時代
プレーパーク
はじめてのパソコンサークル あすぴあ
会議室
太極拳「初心者体験教室」
サロンミニコンサート津田公民館

中央公民館ギャラリーの催し物（予定）
４/９（火）～４/１４（日）
４/２１（日）
４/２３（火）～４/２８（日）
４/３０（火）～５/５（日）
５/７（火）～５/１２（日）

第 32 回虹彩会展（油絵）
小平市議会議員選挙
第 8 回刻字書道の会展
小平市公民館合同写真展
"第１回みずえ彩の会作品展
（水彩画）"
５/１４（火）～５/１９（日） あとりえ津田
５/２１（火）～５/２６（日） 陶芸 ろくろの会作品展
５/２８（火）～６/２（日）
小平三田会
〈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〉

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/

「連」作製協力者募集
ご一緒に「連」を作りませんか？
月 1 回、企画会議、毎月 10 日前後に印刷作
業をします。5 月 10 日（金）9:30～12:30 ご
ろ、小平市民活動支援セン
ターあすぴあロビーにいら
してください。たのしく活
動しています。

〈市民活動ネットワーク入会案内〉
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。
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
発行責任者：NPO 法人小平市民活動ネットワーク
伊藤規子
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