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 7 月 10 日発行

特集：シェアサイクルについて
2019 年 8 月号の発行予定は 8 月 10 日（土）
掲載情報の〆切は 8 月 3 日（土）
「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.186
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

市民活動・地域活動★夏の交流会
市民活動やボランティア活動に関心のある方、自治会・町会や商店・企業、学校、農業関
係などの皆様、ぜひ情報交換と交流にお越しください。新しいつながりを作るチャンスで
す。どなたでもご参加いただけます。
【日時】７月２６日（金）１８:３０～２０:３０
【場所】小平市福祉会館 4 階小ホール
【会費】1,000 円 （軽食あり）
【申込】FAX 042-323-5450（藤原）、
E-mail

: info@kodaira-shimnet.jp

【〆切】7 月２０日（土）

2018 年の交流会

✎

イ

ベ

ン

ト

情

報

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。

✐

【問合せ】☎ 090-4947-5393 村瀬

◆

文

化

◆

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】７月２７日（土）13:30〜16:00
※次回は 8 月 31 日（土）
【場所】なかまちテラス地下学習室１
【参加費】コーヒーブレイク 100 円
【問合せ】☎ 042-325-2339 坂口
メール yoko_sak@qa2.so-net.ne.jp

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。
≪７月≫
２７日（土）13：30～永田珈琲コーヒー付（千円）
３０日（火）11：20～小川２丁目児童館
≪８月≫
４日（日）11:00～鈴木公民館
２４日（土）13:30～永田珈琲コーヒー付（千円）
２５日（日）11:20～小川２丁目児童館
３１日（土）10:30～大沼地域センター
【問合せ】バイオリンの音を楽しむ会（黒澤）
☎＆fax 042-341-3457

「市議会議員との懇談会
〜新人議員にきく」
4 月の市議会議員選挙で新しく議員になった 10 名の方
にお呼びかけして、懇談会を開催します。
【日時】７月１３日（土）14:00～16:00
【場所】中央公民館ホール
【参加】無料
・保育有（要予約、問合せ先へ）
・手話通訳有
【問合せ】政治・知りたい、確かめ隊
森野
☎ 090-8043-2148 メール yamorino@gmail.com

むしはともだち！
昆虫絵本ができるまで
幼い頃から昆虫が大好きだったというタダさん。人気
の昆虫絵本ができるまでを、ご自身の育った環境や絵
本に込めた思いを交えながらお話していただきます。
子どもの頃に描かれた「絵日記」も見せてくださいま
す。どうぞお楽しみに！！
【日時】７月１３日（土）13:30～15:30
【場所】中央図書館 3 階視聴覚室
【参加費】無料
【定員】80 人（先着順）
【申込】6 月 5 日（水）10:00 から問合せ先へ（電話可）
【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】小平市中央図書館 ☎042-345-1246

東京五輪音頭 2020 を踊りましょう
【日時】いずれも 13:30～15:00
７月２０日（土）、７月２７日（土）、
８月２４日（土）
【場所】津田公民館 和室２またはホール
７月２７日（土）19:30～、納涼祭にて盆踊り
【主催】津田公民館サークル「踊ろう盆踊り」（山根）

限りある予算で住みよいまちづくり
～『小平市民財政白書』読み合わせ会～

トーンチャイム演奏で育つ会
『コパン』

【日時】７月２０日（土）13:30～16:00
【場所】 小平市民活動センターあすぴあ 会議室
（小平元気村おがわ東 2 階）
【企画・運営】こだいら市民提言の会
【申込・問合せ】こだいら市民提言の会事務局 ふるや
メール kodaira-teigen@aglaia.cc
FAX 042-463-5282 ☎ 090-9675-6855

軽度発達障がいのある子と健常児の親子がトーンチ
ャイム演奏を通して一緒に育つ会。（トーンチャイム
は一本一音のベルのような楽器）
【日時】７月１４日（日）9:40～12:00
【場所】大沼公民館 講座室
【対象】中学生以上。未就学児の入場はご遠慮下さい。
【参加費】500 円（ご家族は 300 円）
【問合せ】☎042-469-1756 五十嵐
必ず申し込みをしてください。

学習会

「プラスチックが及ぼす環境汚染」
私たちに出来るプラの減量法
【日時】７月２３日（火）13:30～15:30

うたごえ in 元気村

【場所】福祉会館第 3 集会室
【講師】小倉正行氏（食ジャーナリスト）
【会費】無料
【主催】新日本婦人の会小平支部くらし部
☎・fax 042-344-4014

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７月１６日（火）13:30〜15:30、
夜の部：最終月曜日７月２９日（月）18:30〜21:00
【場所】小平元気村おがわ東第２会議室

さよなら原発ビデオ上映会
【日時】７月２７日（土）13:30～16:00
【場所】元気村おがわ東会議室
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① 「緊急被ばく医療の闘い～だれが命を救うのか～」
（99 分）
② 「じじいたちの〝遺言″～住民帰還をめざした 6
年間の苦闘～」（34 分）
③ 「悲しいけれど生きる～帰還した人々と柳美里の
創作劇」（43 分）
※次回は 9 月 28 日を予定しています。
【主催】さよなら原発オール小平をめざす会
【問合せ】☎090-4947-5393 村瀬

【主催】平和と未来のひろば・小平 実行委員会
【問合せ】☎080-5479-0875 岡村
e-mail：michyoka0875@gmail.com

国際協力
身近にできる国際協力ひろば


古本・使用済切手・ハガキ・インクカートリッジ
等の寄付品集め（アジアの子どもたちの学習支援）

フェアトレード商品（コーヒー・紅茶・ドライフ
ルーツ）の紹介・販売（買い物で国際協力！）

ＳＤＧｓに関する資料の展示（海のプラスチック
ごみ問題）
【日時】８月７日（水）～１１日（日）10:00
～17:00
【場所】中央公民館ギャラリー
【主催】こだいら国際協力プロジェクト Seed
【問合せ】☎042-332-2097 渡辺

第 209 回みんなでよい映画をみる会

風の谷のナウシカ
公開日、1984 年（昭和 59 年）3 月。上映時間 116 分
監督・脚本・原作：宮崎駿、製作：高畑勲 出演者：
島本須美、納谷悟朗、松田洋治、永井一郎、榊原良子、
家弓家正、辻村真人、京田尚子、音楽：久石譲、撮影：
白神孝、製作会社：博報堂・徳間書店
【日時】７月２０日（土）18:30
【場所】中央公民館
【資料代】300 円
【連絡先】042-342-3435 関根

◆

子ども・子育て

◆

小平こども劇場

第 37 回

◆鑑賞会「～かかしになるために～ＫＯＹＯマイムラ
イブ２！」
男性パントマイマーで大道芸人の山本光洋さん。パン
トマイムの枠にとらわれない自由な創作表現は、ユー
モアとペーソス（哀愁）を兼ね備え、観る人の心を動
かします。
【日時】７月１３日(土)19:00 開演
【場所】福祉会館 市民ホール
【対象】小学校高学年～大人向き
【参加費】大人 2,500 円・こども（小学 4 年生～17
歳）1,500 円

地域デビューなかまづくりパーティー
シニア世代の方々がセカンドライフを地域社会で楽
しく、豊かに過ごして頂くためのキッカケづくりの催
しです。これからのあなたの人生を充実させるために
は、地域に多くの仲間がいることも大事です。今回は、
近隣市のサークルの皆さんにもご参加いただき、交歓
交流も計画しております。仲間づくりパーティーに参
加してお友達を見つけてみませんか！！
【日時】７月２７日 (土)13:30～16:30
【会場】福祉会館小ホール（４F）
【参加費】1,000 円（飲食代）
【内容】
第１部 a dream コンサート
ギター弾き語り 杉本一成さん
市内フラダンスサークル“フラ・レイ・
モキハナ”の踊り
第 2 部 交流交換会
【主催】地域デビュー支援サークル「とまり木」
【共催】たま市民活動ネットワーク（東久留米・東村
山・清瀬・西東京・小平）
【後援】小平市教育委員会・小平市社会福祉協議会
【問合せ・申込み】☎ 090-3800-4711 西村

2019 ルネこだいら夏休みフェスタ
【日時】８月２５日(日)9:50～17:00
【場所】ルネこだいら全館
【内容】★印は有料、他は無料（大ホールは要整理券）
ミュージック・スクウェア吹奏楽コンサート
（大ホール）、
★イッツフォーリーズ『ボクたちのうた～手のひらを
太陽に～』（中ホール）、
★人形劇団ひぽぽたあむ『ふたりのお話』、
★モンブランのマジックショー『モンちゃんパゥワ
ー!!』+スプーン曲げ体験、
（以上 2 件はレセプションホール）、
その他にも小平こども劇場コーナー、 多摩六都科学
館コーナー、まちのアーティストパフォーマンス、
子どもの広場、出張あそぼうかいなど、無料の催しも
盛りだくさん！
【申込・問合せ】NPO 法人小平こども劇場
☎＆FAX 042-347-7211
E-mail:info@kodaira-kogeki.org
http://kodaira-kogeki.org/

2019 平和と未来のひろば・小平
【日時】８月２日（金）～４日（日）
10：00～17：00
【場所】中央公民館ギャラリー及びホール （無料）
＜ギャラリー＞
２日～４日 展示 「小平と戦争」「日本国憲法を考
える」
「小平市の平和へのとりくみ」など
２日（金）14：00～ 私の紹介したい一冊
３日（土）14：00～ 東京大空襲の体験「あのとき子
どもだった」関野清雪さんの話
＜ホール＞
４日（日）13：30～ 映画「クワイ河に虹をかけた男」
（ドキュメンタリー）
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こだいら自由遊びの会
プレーパーク

自由参加。申込不要
【問合せ】☎090-4097-8479 白梅学園大学小平市連
携療育事業スタッフ 両角（もろずみ）
LINE mie77777
メール mie.morozumi@gmail.com

家から近い場所で、親子で楽しむキャンプです。は
じめての方もどうぞ。
【日時】７月２７日（土）～２８日（日）
10:00～16:00 頃まで
【場所】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
【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、8 月 21 日（水）～25 日（日）
「森で遊ぼう」
5 日間連続プレーパークを予定。
（7 月 6 日の説明会
出席が必要です）
毎年夏休みにやっている連続プレーパークは、深く
遊びこめる貴重な場です。涼しい林の中で、思いっ
きり体を使って遊ぼう!
【当日の連絡先】http://kodairaplaypark.com/
☎ 090-1771-7431 足立、070-6616-9959 福本

子育て広場

みんなの居場所

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】７月１９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：8 月 30 日（金）
【問合せ】☎ 090-1771-7431 足立

ピザづくり ＆
えいごでうたってあそぼう！
あつあつピザを親子でつくって食べませんか？
【日時】７月２７日（土）10：00～14：00
【場所】中央公民館実習室
【費用】300 円
※ 先着 15 組
【主催】新日本婦人の会小平支部 親子クッキング
【問合せ】☎＆Fax 042-344-4014（月・火・水・金
10:00～16：00）

き ら ら

■きらら広場（全て申込み不要、無料）
７月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
鈴木公民館和室
２６日（金）10:00～12:00 ベビー中央
中央公民館和室
■ベビー☆ママのふれあい体操
７月２６日（金）10:30～11:45 鈴木公民館和室
【参加費】100 円 【持ち物】バスタオル
【申込】不要
※予防接種直後はご遠慮ください。
【問合せ】NPO 法人子育てサポートきらら
☎ 042-345-8262
メール kirara_0305kodaira@yahoo.co.jp

◆福 祉 ◆
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、13:30〜16:00

７月２０日

こだはぐカフェ＠鈴木公民館

【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

【日時】７月１６日（火）10:30～14:30
【場所】鈴木公民館学習室２（調理室兼）

ハートピア

【入場料】100 円（お茶とお菓子付き）
blog

風 鈴 草

すぺーすまいらいふ＆まいわーく事業

https://ameblo.jp/koda-hug

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
◆子どもリーダーシップ学習会 10回シリーズ第３
回「７つの習慣ＴＥＥＮＳ版（その１）」～子どもに
もわかりやすい習慣学習による成功の秘訣について
学んでみませんか。
【日時】７月１７日（水）10:00～12:00
【場所】福祉会館第3集会室
◆若者リーダーシップ学習会 10回シリーズ
第４回「セルフ・リーダーシップ」～自分で自分自身
を導くリーダーシップについて学んでみませんか。
【日時】９月４日（水）10:00～12:00
【場所】福祉会館第3集会室

e-mail kodahudml@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
【日時】７月１７日（水）、９月１０日（火）、
２６日（木）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 ※障がい種別、年齢、手帳の有無は不問
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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
メール heartpia@wish.ocn.ne.jp

みんなで話そう
「おしゃべりサロン」
【日時】８月１日（木）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）

あさやけアートフェスティバル２０１９

絵顔

あいにきてね

「伴侶を亡くした人が語り合う会」
８月のテーマ
～もしもの時頼れる人はいますか？～

市内の障害者施設の通所者が創作した絵画や写真
等の展覧会です。たくさんの絵顔に合いに遊びに
いらしてください♪
【日時】７月１７日（水）～２１日（日）
10:00～18:00。最終日は15:00まで。
【場所】ルネこだいら展示室
【主催】あさやけアートフェスティバル2019実行委員
会
【問合せ】あさやけ鷹の台作業所
☎ 042-346-2167 西浦
☆期間中、なかまちテラス内CAZE CAFÉなかまちでも
9:00～17:00（木曜日定休）で同時開催中。

【日時】８月２日（金）13:30～16:00
【場所】中央公民館学習室 3（2 階）
【参加費】200 円（会員 100 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】☎042-341-8604 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。
７月１６日 9:30～11:45 元気村あすぴあ会議室
２３日 9:30～11:45 元気村あすぴあ会議室
８月 ６日 9:30～11:45 中央公民館 学習室 4
１３日 13:30～15:45 元気村あすぴあ会議室
２０日 9:30～11:45 中央公民館 学習室 4
２７日 9:30～11:45 元気村あすぴあ会議室
日時を確認して直接会場までお越しください。
【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

映画上映
「星に語りて～Starry Sky～」
2011年の東北大震災を題材に、障害のある人とその家
族、支援者、地域住民の状況を描いた、ドキュメンタ
リーを基にした群像劇。監督：松本動 脚本：山本お
さむ 制作：きょうされん
【日時】７月１９日（金）上映時間 115分
① 13:15～ ② 16:15～ ③ 18:30～の３回上映。
15:30～は松本監督のトークショーあり。
【会場】ルネこだいらセプションホール（定員120名）
【観覧料】500円
【申込み】FAX042-346-6609 または、
メール starry_sky@asayake.or.jp に申込み。
バリアフリー対応が必要な方は申込みの際連絡を。
【問合せ】あさやけ風の作業所
☎ 080-9153—3800 小林

◆

シニア

◆

他市のイベント

◆

JICA 地球ひろば
写真で学ぼう！SDGs すごろく

◆

すごろくで楽しく遊びながら、SDGs を学ぶワークシ
ョップです。写真や人々の生活、クイズやアクション
が書かれているカードを集めて、SDGs の 17 のゴール
との関係を考えましょう。
【日時】７月２７日（土）13：30～14：30
【場所】JICA 市ヶ谷ビル 2 階 国際会議場
東京都新宿区市谷本村町 10-5
【講師】蒲 美幸(JICA 地球ひろば地球案内人)
【対象】中学生以上
【申込み】下記まで電話または E メールで名前、連絡
先・所属をを伝える。 ＨＰからの申込も可能。
【申込み締切】7 月 27 日（土）
【問合せ・申込先】JICA 地球ひろば 地球案内デス
ク
☎ 0120-767278
e-mail: chikyuhiroba@jica.go.jp
https://www.jica.go.jp/hiroba/information/event
/2019/190727_02.html

熟年いきいき会
講演会
～いつまでも健康でボケないで～
「健康力 智慧力 社会力がある人」
【講師】萩本悦久氏（立川ホタルと鳴く虫の会 事務
局長、コメディアン萩本欽一さんの実弟）
【日時】７月１７日（水）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）

♪みんなで唄おう♪
第６１回「市民うたごえ祭り」
【日時】７月３０日（火）13:30～15:00
【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
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特集

シェアサイクルについて－小平市及び近隣市の状況―

花小金井駅北口駐輪場の「レンタルサイクル」の幟を見て、利用状況が気になっていました。
今回「連」の特集に取り上げてはということで、
「自転車スイスイ」の代表岩本博子さんにお話を伺いまし
た。この団体は 2002 年、環境にやさしく経済的で健康な移動手段の自転車に注目し活動を始めた市民グルー
プで、自転車が利用しやすいまちづくりを進めるため、啓発活動などに取り組んでいます。
レンタルサイクル（貸し自転車）は代金を払い借りた場所に返却するというのが一般的ですが、近頃はシ
ェアサイクル（コミュニティーサイクル）が増えているということで、お会いする前に小平のシェアポート（ス
テーション）のいくつかを調べてくださっていました。
（下表）
台数

シェアサイクルは欧州発祥のサービス

青梅街道駅

14

ですが、米国や中国でも普及。日本では

サンドラッグ小平店

4

スパークルⅡ

8

セブンイレブン一橋学園東店

6

仲町

セブンイレブン小平仲町店

5

その他

7 ステーション

28

合計

12 ステーション

65

場 所
青梅街道駅付近

一橋学園駅付近

ステーション名

まだ発展途上といえども 2016 年「自転
車活用推進法」の制定をきっかけに注目
されはじめたようです。高齢者には少し
ハードルが高いかも知れませんが、IC
カードやスマホアプリを使い、手軽な操
作で利用できるのも魅力です。駐輪場対
策にもなることから自治体でも関心が

高まり、小平では「こだいら観光まちづくり協会」が導入準備を進めているとのことです。
小平市は起伏が少なく、自転車利用に適した土地柄ですが、多くが生活道路です。速度の出しすぎに注意
し、一時停止などルールを守るとともに歩車双方の譲り合いも大切、と話してくださいました。たかが自転車、
されど自転車。話を聞けば聞くほど、広がりと奥の深さに興味が湧きました。（取材：後々、長瀬、藤原）
参考１

持続可能な地域交通を考える会 井坂洋士氏『シェアサイクルの使い方』（車社会を問い直す会会報

93 号）より
「シェアサイクルは電車やバスを降りてから目的地までの移動、いわゆる「ラストワンマイル」と呼ばれる
移動に適した隙間を埋めるための新しい交通サービスとして注目されている。CO２排出、化石燃料に依存し
ないエネルギー安全保障において、また 土地利用が少ないことから渋滞対策においても市民の健康増進にお
いても、都市が抱える政策課題に貢献する。このようにメリットが多く電車やバスと組み合わせ利用しやすい
シェアサイクルサービスが都市の機能のひとつとして定着し充実することに期待したい。
」
参考２

近隣市の状況

府中市では市、（社）まちづくり府中、地元企業（桜コマース）の協働で、「のりすけ」ブランドのサイク
ルシェア事業を展開しており、ステーションは市の施設 49 を含む 79、自転車は電動アシスト付きで 500 台
を超えている。その他の市の状況は次の通り。
（市名、ステーション数（うち市施設）
、自転車台数の順に示す。
）
国分寺

16(10)、68 台

国立

稲城

12(9)、57 台

武蔵野

13(13)、83 台
4(0)、13 台

小金井

5(0)、20 台

三鷹

2(0)、7 台

調布

16(16)、354 台

事業者は 4 社ほどあるが、いずれも HELLO CYCLING というシステムを利用しているため、市内はもち
ろん他市のステーションにも乗り捨て可能。料金は 15 分 60 円、1 日 1000 円。
三鷹市では、三鷹駅周辺駐輪場の効率的な利用を図るため、全く別のタイプのサイクルシェア事業を、本
年 4 月より開始。三鷹駅を利用して通勤・通学する人が対象で、自宅から駅までの利用者 90 人、駅から勤務
先・通学先までの利用者 90 人、合計 180 人に同じ自転車・駐輪場を共同利用（シェア）してもらうというも
ので、自転車は 26 インチシティサイクル、駐輪場は（株）まちづくり三鷹が指定管理者となっている三鷹駅
南口サイクルシェア駐輪場。
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交流サロン 東京 2020 大会と市民活動
いよいよ 1 年後に迫った東京 2020 大会。小平市内でも
様々な取り組みが企画されるようです。大会が目指して
いることや各種取り組みを共有し、市民活動との関わり
について語り合いましょう。関連するイベントを考えて
いる団体の皆さんもどうぞお越しください。
ゲストスピーカー：小平市文化スポーツ課、東京 2020 オ
リンピック・パラリンピック小平市民プロジェクト 他

【日時】７月 21 日（日）13:30〜16:30
【場所】あすぴあ会議室
【定員】20 名
【保育】6 名（1 歳から就学前、要申込、〆切 7/17(水)）

パワーアップ講座

「人が集まるイベントチラシの作り方
〜伝えたい人に伝えられるチラシを作ろう！〜」

チラシを作る上でのポイントやテクニックを、具
体的な例を元に説明、実際に団体のイベントチラ
シを完成させます。
【日時】９月１８日、１０月２日＆１６日

いずれも水曜日

10:00〜12：00

【場所】あすぴあ会議室
【定員】20 名（要申込、先着順）
【保育】6 名（1 歳〜就学前、要申込、〆切 9/11）
★申込は 8 月から。

★この日は参議院議員選挙のため元気村駐車場は混雑が
予想されますので、公共交通機関をご利用ください。

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↓

元気村まつり 2019 参加団体募集中！
今年も市民活動の見本市を 10 月 27 日（日）に

【問合せ先】

行います。申込書は市内公共施設で配布している他、

☎ 042-348-2104、FAX 042-348-2115

あすぴあ HP からもダウンロードできます。ぜひふるっ
てご参加ください！
【募集】60 団体

【申込〆切】7 月 20 日（土）

小平市民活動支援センターあすぴあ
〒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

（詳細についてはそれぞれのホームページでご確認ください）

◆一般財団法人 公園財団 公園・夢プラン大賞
全国の公園緑地等を舞台に、市民による自由な発想で実施されたイベントや活動、これからやってみたいアイデ
ア・プランを募集し、審査・表彰。【表彰内容】賞状・副賞 1 万円～10 万円のギフト券。
【申込み締切】9 月 30
日（月） 【問合せ】文京区関口 1-47-12 江戸川橋 2 階 一般財団法人 公園財団「公園・夢プラン大賞」係宛 ☎
03-6674-1188(担当:高橋・尹) FAX.03-6674-1190
e-mail yumeplan@prfj.or.jp
詳細は、https://yumeplan.prfj.or.jp
◆国際交流基金 2019 年度 国際交流基金地球市民賞受賞候補団体募集
日本と海外をつなぐ文化・芸術の交流を通じて、豊かで活気のある地域やコミュニティをつくる活動。外国人の
多様な文化（言語教育を含む）を理解、尊重し、ともに豊かで活気のある地域やコミュニティを築いていこうと
する活動。共通の関心や問題意識を通じ、日本と海外の市民同士の連携や相互理解を進める活動。
【助成金】正賞
(賞状)と副賞(1 件 200 万円） 【申込み締切】8 月 13 日（火） 消印有効。【申込み方法】自薦/他薦にて広く募
集。（どなたでも応募、推薦可能） 下記ウェブサイトより応募ガイドライン・応募用紙をダウンロードし、E メ
ール、ファックス、郵送にて応募。 【問合せ】国際交流基金 コミュニケーションセンター 地球市民賞事務局
新宿区四谷 4-4-1 ☎ 03-5369-6075/Fax.03-5369-6044 e-mail chikyushimin@jpf.go.jp
詳細は、https://www.jpf.go.jp/j/program/index.html#n01
◆公益財団法人トヨタ財団 2019 年度 国内助成
未来の担い手と創造する持続可能なコミュニティ ―地域に開かれた活力ある課題解決の仕組みを通じて― を
テーマとして公募を実施。【助成金】A.しらべる助成：上限 100 万円／件、B.そだてる助成：上限なし（過去 3
年間の実績平均 654 万円／2 年）C.発信・提言助成：上限 600 万円／件、
【申込み締切】9 月 30 日（月）
【問合せ】
公益財団法人トヨタ財団 国内助成プログラム 担当:武藤、比田井、石井。新宿区⻄新宿 2-1-1 新宿三井ビル 37
階 ☎03-3344-1701(⽉〜⾦曜⽇(祝祭⽇を除く)10:00〜17:00) FAX:03-3342-6911
Email:gp4ca@toyotafound.or.jp
詳細は、URL http://www.toyotafound.or.jp/
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カレンダー
7/13

土

7/14
7/16

日
火

7/17

水

7/19

金

7/20

土

7/21

日

7/23

火

7/26

金

7/27

土

7/29
7/30

月
火

8/1
8/2

木
金

8/３
8/4
8/6

土
日
火

各イベントの詳細は、本文をご覧ください。

講演会 むしはともだち！
市議会議員との懇談会〜新人議員にきく
小平こども劇場 鑑賞会「～かかしにな
るために～ＫＯＹＯマイムライブ２！」
トーンチャイム演奏で育つ会『コパン』
うたごえ in 元気村 昼
こだはぐカフェ＠鈴木公民館
はじめてのパソコンサークル あすぴあ
みんなではなそう会 白梅
ハートピア 子ども・若者支援者学習会
あさやけアートフェスティバル２０１９
～21 日
熟年いきいき会 講演会「健康力 智慧
力 社会力がある人」
みんなの居場所 風鈴草
映画「星に語りて～Starry Sky～」
東京五輪音頭 2020 を踊りましょう
『小平市民財政白書』読み合わせ会
みんなでよい映画をみる会風の谷のナウ
シカ
喫茶〈サタデーひだまり〉
あすぴあ交流サロン「東京 2020 大会と
市民活動」
学習会 私たちにできるプラの減量法
子育て広場 きらら だっこ
子育て広場 きらら はなこ
はじめてのパソコンサークル あすぴあ
子育て広場 きらら ベビー中央
子育て広場 きらら ベビー☆ママのふ
れあい体操
市民活動ネット 夏の交流会
サロンミニコンサート 永田珈琲
憲法カフェ＠なかまちテラス
東京五輪音頭 2020 を踊りましょう
さよなら原発ビデオ上映会
地域デビューなかまづくりパーティー
こだいら自由遊びの会プレーパーク ～
２８日
ピザづくり ＆ えいごでうたってあそ
ぼう！
JICA 地球ひろば 写真で学ぼう！SDGs
すごろく
うたごえ in 元気村 夜
サロンミニコンサート 小川２丁目児童
館
熟年いきいき会 第６１回「市民うたご
え祭り」
熟年いきいき会 おしゃべりサロン
2019 平和と未来のひろば・小平 ～４日
熟年いきいき会 伴侶を亡くした人が語
り合う会
「連」187 号投稿 締切
サロンミニコンサート 鈴木公民館
はじめてのパソコンサークル 中央公民
館

8/7
8/10
8/13
8/20

水
土
火
火

8/21

水

8/24

土

8/25

日

8/27
8/30
8/31

火
金
土

身近にできる国際協力ひろば ～１１日
「連」187 号発行
はじめてのパソコンサークル あすぴあ
はじめてのパソコンサークル 中央公民
館
「森で遊ぼう」5 日間連続プレーパーク
～２５日
サロンミニコンサート 永田珈琲
東京五輪音頭 2020 を踊りましょう
2019 ルネこだいら夏休みフェスタ
サロンミニコンサート小川二丁目児童館
はじめてのパソコンサークル あすぴあ
みんなの居場所 風鈴草
サロンミニコンサート 大沼地域センタ
ー
憲法カフェ＠なかまちテラス

中央公民館ギャラリーの催し物（予定）
７/９（火）～７/14（日） 籠を編もうソラスト合同展
７/16（火）～７/21（日） 第１２回日本画神無月展
７/23（火）～７/28（日）中学校生徒美術作品展
７/30（火）～８/４（日） 平和と未来の広場
８/６（火）～８/11（日）こだいら国際協力プロジェクトＳｅｅｄ
８/13（火）～８/18（日） 原爆写真パネル展示
８/20（火）～８/25（日） マチエール
８/27（火）～９/１（日） 芳墨会
９/３（火）～９/５（木） 銀塩写真の会
９/７（土）
友・遊こどもまつり
９/17（火）～９/22（日） 水彩の仲
９/24（火）～９/29（日） 西町水彩会
☆開催初日は準備等により、午後又は翌日からの鑑賞
となる場合があります。
（開始時間、終了時間等の詳細は、各サークル等にお
問い合わせ願います。
）
☆開催内容は、変更がある場合があります。
市内 夏まつり・イベント
花南地区納涼盆踊り：7/26（金）～27（土）
（花小金井南市民広場）
ブルーベリーまつり：7/27（土）9:00~13:00（いなげ
や花小金井店前）
グリーンロード灯りまつり：8/3 (土)（18:30〜21:00）
小平市民ふれあい納涼盆踊り大会：8/1（木）、2 日（金）
18:00～（一橋学園駅ロータリー）

〈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
http://kodaira-shimnet.jp/
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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