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 12 月 10 日発行

特集：あすぴあ、小川駅再開発ビルへ移転
2020 年 1 月号の発行予定は 1 月 10 日
（金）
掲載情報の〆切は 1 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.191
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

小平市民活動ネットワーク

新年交流会
市民活動、地域での活動、企業、大学などなど、小平で活躍するさまざま
な方々が集まります。つながりをつくるチャンス！
どなたでもご参加ください。
【日時】 ２０２０年１月３１日（金）１８：３０～２０：３０（予定）
【会場】 小平市福祉会館４階小ホール
【会費】 １０００円
申込・問合せ：☎ 090-4391-4910（藤原）
FAX 042-323-5450
E-mail:info@kodaira-shimnet.jp
http://kodaira-shimnet.jp/

地域デビュー 体験講座
第 1 回 講演会

講師:：広石 拓司さん（株式会社エンパブリック代表）

日時：2020 年 2 月 8 日(土) 午後 1 時 30 分～4 時
対象：どなたでも
定員：100 人 参加費：無料
※講演会のみの参加もＯＫ
第 2 回・第 3 回 市民活動の体験講座
日時:：2020 年 2 月 15 日（土）午後 1 時 30 分～４時
３月 21 日（土）午後 1 時 30 分～４時

対象：市民活動体験に興味のある方、どなたでも
定員：30 人 参加費：無料
申込・問合せ：小平市民活動支援センターあすぴあ
電話：042-348-2104 Fax:042-348-2115
メール：info@kodaira-shiminkatsudo-ctr.jp
URL:https://kodaira-shiminkatsudo-ctr.jp
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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。

東日本大震災宮城県名取市復興を願って
【日時】１２月２１日（土）13:30～16:30
【場所】大沼公民館ホール
【演奏】マリンバ 今井忠子／ピアノ 平澤恒子／
トランペット 橘 亮／三味線 大山 玄
【会費】500 円（大沼公民館を通し、寄付金として）
【主催】ミュージックパル in 大沼、
ケア音楽実践ドルツェの会
【問合せ・申込】 ・fax 042-341-4806、
080-5933-0717

◆

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》
１３日（金）14:30～津田公民館お茶菓子付 500 円
１９日（木）13:30～鈴木公民館お茶菓子付 500 円
２０日（金）13:30～大沼公民館お茶菓子付 500 円
２４日（火）13:30～永田珈琲コーヒー付（千円）
《１月》
１６日（木）13:30～鈴木公民館お茶菓子付 500 円
２１日（火）13:30～永田珈琲コーヒー付（千円）
２２日（水）11:20～小川２丁目児童館
２９日（水）13:30～花小金井南公民館
お菓子付 500 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
1 年を振り返って憲法のはなししませんか。コーヒー
ブレイクにケーキをご用意。
【日時】１２月２１日（土）13:30〜16:00
【場所】なかまちテラス学習室 3
【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

議員との懇談会
集会施設の使用料は有料になるのか？
市は、「施設を利用する人と利用しない人との負担の
公平性の観点から」減免措置を見直し、新たな減免規
定を作って市民への負担を増やそうとしています。そ
れは、市の財政が厳しいからなのでしょうか。公民館、
地域センター、福祉会館などの集会施設が今回の対象
となっていますが、市議会議員の方々と意見交換をし
ながら、使用料のことを考えませんか。
【日時】１２月２２日（日）10:00～12:00
【場所】中央公民館講座室２
【定員】50 人
【参加費】無料
【主催】政治・知りたい、確かめ隊
保育あり（要予約）、手話通訳あり、磁気ループ（聞
こえにくい方のための装置）あり
【問合せ・申込】 090-8043-2148 森野
e-mail seijishiritai@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】
１２月１７日（火）、２３日（月）
どちらも 13:30～15:30
※23 日はクリスマス会
【場所】元気村おがわ東
【問合せ】
090-4947-5393 村瀬

音楽で生き活き

クリスマス charity こんさぁと
＝宮城県名取市災害復興支援＝

さよなら原発ビデオ上映会
【日時】１２月２１日（土）18:00～

大沼公民館まつり 2012 年の名取市閖上公民館館長に
よる災害のお話をきっかけに、毎年チャリティーコン
サートを続け、寄付しております。
【日時】１２月１４日（土）14:00～16:30
【場所】中央公民館視聴覚室
【演奏】マリンバ/今井忠子となじょん jo 音楽仲間、
ソロとアンサンブル（マリンバ演奏を楽しむ
会メンバー）
【会費】500 円（基金として寄付）
【主催】音楽で生き活き Allegro、マリンバ演奏を楽
しむ会
【問合せ・申込】 042-341-4806 今井、
080-5933-0717 高梨

【場所】元気村おがわ東会議室
① 「ゆうなの花園～原発の町の片隅で」大熊町の木
村紀夫さん（53）は津波で妻と次女を失った。
「中
間貯蔵施設」への国の買い取りに応じない木村さ
んの思い（25 分）
② 「
“中間貯蔵施設”に消えるふるさと～福島 原発
の町に何が～」
（59 分）
③ 「アリの叫び 3.11 大震災シリーズ 89」避難を
続け、被告となった自主避難者。避難を諦め福島
に戻ったかつての自主避難者。
原発事故から 8 年。
今なお翻弄される人たちの叫びに耳をかたむけ
たドキュメント（25 分）

反原発西武線沿線連合
第 8 回高田馬場☆ニューイヤー脱原発デモ

ミュージックパル in 大沼 2019

ラストコンサート

【日時】１月５日（日）14:00 集合

にこにこチャリティーこんさぁと＆バザー
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【場所】

都立戸山公園

こだいら自由遊びの会
プレーパーク

ビデオ上映会
【日時】１月２５日（土）13:30～
① ドキュメンタリー映画「100000 年後の安全」
（79
分）
② 時事公論「大廃炉時代への対応を急げ」水野解説
委員ほか
【場所】未定
【問合せ】☎ 090-4947-5393 村瀬

第 12 回

火が使えるので、素材を持ってくればお料理して食べ
られます。汚れてもいい、暖かい服装できてね。
【日時】１２月１５日（日）10:00～16:00
【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
※どなたでも参加できます。出入り自由
【問合せ】
090-1771-7431 足立、070-6616-9959
福本 http://kodairaplaypark.com/

朗読小平教室「ひびき」

発表会
【日時】１月５日（日）13:30～（開場 13:00）
【場所】中央公民館 2 階ホール
【費用】無料
【プログラム】
石川栄一作
「小さな駅の待合室」
花岡大学作
「百羽のツル」
梨木香歩作
「ヤマユリ」
角田光代作
「口紅のとき 65 歳・79 歳」
三浦哲郎作
「ぜにまくら」
水野スウ作
「ごぜさんの花火」
阿久悠作
「愛の繭」
内海隆一郎作 「彼の故郷」
神沢利子作
「えぞまつ」
【問合せ】☎042-458-3710 前川

◆ 子ども・子育て

子育てサポート

き ら ら

■12 月のきらら広場（全て申込み不要、無料）
１９日(木)10:00～11:45 ベビー三小 第一会議室
２４日(火)10:00～12:00 だっこ中野産婦人科医院
ホール
２４日(火) 10:00〜12:00 はなこ鈴木公民館和室
２７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
１２月１３日（金）中央公民館和室
【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

◆

小平こども劇場
◆舞台鑑賞「時代横町 いらんきゃーも」ひと組

多胎児サークル こだついん
クリスマス会

物語と遊ぶ～見るラジオドラマと銘打つ、名古屋発、
新手法の人情悲喜劇。東海地方、特に名古屋弁をふん
だんに取り入れた現代に通用する時代劇です。
【日時】１２月２１日(土)19:00～
【場所】東村山市中央公民館ホール３F
【対象】小学校高学年～中高生向き
【特別鑑賞券】子ども(小１～17 歳)1,000 円・大人
2,500 円 座席は当日指定。
＊未就学児は入場不可。

多胎児サークル“こだついん”。双子ちゃん、三つ子
ちゃんを育児するパパ・ママの出会いの場で、子育て
の情報交換をする育児サークルです。クリスマス会を
行います。予約不要
・東村山のくまボラさんをお呼びして、絵本読みやエ
プロンシアターをしていただく予定です
【日時】１２月１５日（日）13:00～15:00
【場所】元気村おがわ東多目的ホール
【問合せ】kodatwin.m@gmail.com
URL https://ameblo.jp/kodatwin2019

◆アフタフ・バーバン「わくわく絵本探検隊！」
あそびのプロであるアフタフ・バーバンによる親子の
遊びの場。ひとつの絵本をヒントに、そのお話の世界
をふくらませて遊びます。
【日時】１月２３日(木)10:00～12:00
【場所】ルネこだいらレセプションホール
【対象】0～3 歳の未就園児と保護者
【定員】15 組（要申込・先着順）
【参加費】一人 500 円（0 歳から有料、保険料含）
以上の【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/

みんなの居場所

風 鈴 草

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１３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。
https://www.facebook.com/ouchigohan.aun/
【問合せ】
090-1771-7431 足立
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【日時】１２月１７日（火）13:30～15:30
【場所】中央公民館ホール（２階）
【参加費】200 円

◆福 祉 ◆
喫茶〈サタデーひだまり〉

コミュニティサロン

「おしゃべりサロン」

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

【日時】１月６日（月）13:30～16:00
【場所】福祉会館第１集会室（３階）
【参加費】200 円（会員 100 円）

１２月２１日

上記共通事項
【主催】熟年いきいき会
【問合せ】 042-341-8604

【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

太田

ハートピア

はじめてのパソコンサークル

すぺーすまいらいふ＆まいわーく事業

いずれも火曜日、予約は必要ありません。
会費は１回２００円です。会場にはパソコンがありま
せんのでパソコン、マウス、電源コード（ＡＣアダプ
ター）をお持ちください。
１２月１７日 9:30～11:45 中央公民館学習室 4
２４日 9:30～11:45 あすぴあ会議室
１月
７日 お休み
１４日 13:30～15:45 あすぴあ会議室
２１日 9:30～11:45 中央公民館学習室 4
２８日 9:30～11:45 あすぴあ会議室
パソコンの貸し出しは行っておりません。
インターネットに接続できます。
ワード、エクセル、デジカメ、iPad など参加者の疑
問にお答えします。
【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

■子どもリーダーシップ学習会 10回シリーズ
第７回「７つの習慣ティーンズ２（その２）
」
～子どもにも分かりやすい成功と失敗を分ける大切
な６つの決断について学びましょう。
【日時】１２月１８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８回「リーダーシップの真髄について」
～第8の習慣と稲盛和夫の考え方から学んでみません
か。
【日時】１月８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
メール heartpia@wish.ocn.ne.jp

小平市障害者差別解消法啓発事業
映画上映会

こだいらふくしえん
■スマイル食堂
【日時】１２月１４日、１月１１日、
２月８日、３月１４日

星に語りて

2011年３月11日 東日本大震災、障害のある人と支
援者の物語
【日時】１２月２１日（土）13:30～16:15
映画上映：13:30～15:30
トークイベント：15:30～16:15
藤井 克徳（日本障害者協議会代表・小平市
在住）
【会場】ルネこだいら中ホール
【定員】350名（先着順）
【費用】無料
【申込】小平市健康福祉部障がい者支援課
042-346-9540 fax 042-346-9541
e-mail syogaisyashien@city.kodaira.lg.jp

◆

シニア

毎月第２土曜日 11:00～16:00
※ラストオーダー15:30
【場所】小平福祉園食堂（小平市花小金井 8-1-10）
【参加費】大人 300 円、高校生以下 無料

■すまいる広場
小平福祉園の園庭、体育館を地域の親子に開放してい
ます。イベントも企画していきます。
【開催日】毎週土曜日 10:00～15:00
※祭日はお休み
【対象】小学生までの親子
【内容】伝承遊び、紙芝居、ワークショップ
【参加費】無料
上記 2 件とも
042-433-9330 外山

◆

♪みんなで唄おう♪
～Xmas ソング特集～

第６４回「市民うたごえ祭り」
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～必要な人材と出会うためには～
「1 日だけ参加」も可。 土日参加可 。初心者歓迎。
今回の交流会をきっかけに NPO 団体とプロボノ支援
団体の両者が出会うことによって、NPO 本来の活動が、
より具体的なものへ進展することを願って開催しま
す。
【日時】１月１８日（土）13:30～16:30
【場所】新宿 NPO 協働推進センター5 階 501 会議室
新宿区高田馬場 4-36-12
【対象】NPO/NGO 等の社会貢献活動団体、中間支援団
体（プロボノ支援等も含む）、社会貢献活動に興味の
ある個人の方
【申込み】電話・FAX、メールでイベント名、氏名、
所属（役職）
、電話番号 （なるべく携帯）を問い合わ
せ先までご連絡下さい。
(1) 基調講演「プロボノとは」曽根 泰夫 氏
(2)社会貢献活動応援団体の紹介
(3)パネルディスカッション
(4)交流会
【参加費】500 円(資料代等)
【問合せ】新宿 NPO 協働推進センター(休館日:毎月第
2 火曜、年末年始)交流事業担当:西郷・島・谷田川
03-5386-1315(受付:9 時～21 時)
mail : hiroba@s-nponet.net

◆ 会員 or ボランティア 募集 ◆
元気はつらつ小川の会
リズムに乗って楽しく筋力あっぷ！
いつまでも自分の足で歩きたい！認知症を予防した
い！そんな願いをかなえるためにプロによるやさし
い指導のもと、心と体の健康づくりしませんか
【日時】１月６日（月）、２月３日（月）、３
月２日（月）10:00～11:30
【場所】中宿地域センター（小川西町 2-30-1 小川
駅徒歩 5 分）
【講師】ブリヂストンスポーツクラブ インストラク
ター
【持ち物】タオル、飲み物
【問合せ】小平地域包括支援センター小川ホーム
042-347-6033

オレンジカフェ
認知症の方とその家族がくつろぎ、地域の方と交流す
る場です。みんなで楽しい時間を過ごしましょう。ど
うぞお立ち寄りください。

けやきの郷
【日時】
（原則）第 4 木曜日 13 時～16 時
【場所】けやきの郷家族介護者教室
042-349-2321

小川ホーム
【日時】
（原則）第 1 水曜日 14 時～16 時
【場所】小川ホーム食堂
042-347-6033

中央センター
【日時】
（原則）第 3 水曜日 14 時～16 時
【場所】福祉会館第 3 集会室
042-345-0691

多摩済生ケアセンター
【日時】
（原則）第 1 木曜日 13 時 30 分～15 時 30
分
【場所】多摩済生ケアセンター2 階
042-349-2123

小川健成苑
【日時】
（原則）第 1 水曜日 13 時～16 時
【場所】小川健成苑多目的ホール
042-451-8813
※開催日・詳しい内容については各地域包括支援セン
ターにご確認ください。
【参加費】100 円
事前予約不要

NPO 法人のための
弁護士による 法務専門相談
―毎月開催―
「他団体との契約ってどうしたらいいの?」
「新たな事
業を始める時に関係する法律と注意点は?」
「役員の責
任の範囲は?」
「定款にある、これの意味って?」
法務専門相談でお答えするのは NPO 法人にまつわる
様々なご相談について法的見地からのアドバイスで
す。この相談を通しての受任は原則的にいたしません。
法務専門相談には、TVAC のスタッフが同席させてい
ただきます。相談内容について、事業のより一層の充
実のため、団体が特定されないかたちで活用させてい
ただく場合があります。
【相談料】2,000 円（当日現金にて支払い）
【日時】原則、第 4 土曜日に開催予定。詳細は問合せ。
要予約。1 回の相談時間 45 分
【対象】NPO 法人，非営利の任意団体、ボランティア
グループ,NPO 法人化を検討するグループ など。個人
や、専門家、営利団体の方は対象外。
【申込み】電話(03-3235-1171)、または申込書をダウ
ンロードの上、FAX (03-3235-0050)へ。後ほど TVAC
より連絡。
【問合せ】東京ボランティア・市民活動センター
(TVAC)相談担当 新宿区神楽河岸 1-1 セントラルプ
ラザ 10 階
URL http://www.tvac.or.jp/

◆ 他市のイベント情報 ◆
新宿 NPO 協働推進センター

プロボノ×NPO の交流会
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特 集

あすぴあ、小川駅再開発ビルへ移転・・・期待することは？

小平市の「小川駅西口地区市街地再開発事業公共床等の整備基本計画（素案）」が発表されま
した。小川駅西口に 28 階建てのビルが建設され、１～３階までは商業スペース、６階から上は
住居スペース、４・５階を小平市が取得し、公共施設が入る予定です。計画（素案）によると、
移転する公共施設は、西部市民センター内の施設（市役所西部出張所、小川西町公民館、小川西
町図書館）及び、小平市民活動支援センターあすぴあ、小平市男女共同参画センターひらくです。
ビル完成は、令和４年度（予定）となっています。
（参照）https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/files/77219/077219/att_0000002.pdf
せっかく一緒になるのだから、協働して相乗効果が生まれるといいのではないか、というこ
とで、「連」では、小平市民活動ネットワークの会員団体に、意見を聞いてみました。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
１、移転について知っていますか。
 いろいろな人が集まる場ができ、より多く
知っている（９）、知らない（１）、やや知っ
の地域情報が入りやすくなる
ている（１）
 市民があすぴあを知り、市民活動のきっか
けに触れること。新たな利用者の開拓。公
２、あすぴあ移転に関しての期待及び要望
民館講座受講者が活動の場を市民活動に
（あすぴあが図書館、公民館と一緒になるこ
繋げていく流れができること。
とで、出来ること等）
 図書館、公民館との連携での講座や講演会、
 今の元気村とは違う層、市民活動とは、接
まつり等でさらに市民に身近なアプロー
点がなかったような方々とのアプローチ
チ。
のきっかけになれば良い。
 学生が市民活動を知る、始めるきっかけに
 小川駅に接続できる複合施設内に入るこ
なる。
とで、あすぴあの知名度、利用率がアップ
 市民が情報に触れる機会の拡大。必要な情
することは期待。（現在の場所より遠くな
報を選択する力の醸成。市民が自ら必要と
る人の足は遠のくかもしれない）
する情報を求め、作り、伝える場。
 公民館とあすぴあが、「武蔵野プレイス」  連携によって実施できる事業について意
のような機能融合が果たせれば、生涯教育
見交換を行うための連絡会の設置と連携
と市民活動支援それぞれの役割がより強
会議の開催。
化される。
 大きな共通テーマを設定し、合同開催でイ
 元気村まつりのような展開はむつかしく
ベント開催。健康、環境、福祉と地域づく
なるが、図書館、公民館と共催というよう
り、子どもの健康、子育て等。
な、新たなＮＰＯフェスタを模索できる。
 駐車場の問題とか、雨でも濡れずに会館に
３、新しい建物への行き方は？どのくらい時
入れるか等を期待。
間がかかるか。（徒歩、自転車、電車等）
 地域の情報資料などをまとめたコーナー
自転車で 45 分／電車で 30 分／徒歩で 42 分
が図書館にできるといい。
／自転車で 30 分／電車で 20 分／車で 10 分
 イベント情報/実際の活動の状況が把握し
／徒歩で 30 分／電車で 15 分など
やすくなる
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
アンケート回答からは、あすぴあの認知度があがり、情報も豊富になることへの期待が多くみ
られました。新施設での「祭り」や講座・講演会等々、協働で開催することによるメリットも、
多くの団体があげています。そのためには、各施設間の情報交換や協議の場がとても大切になり
ます。移転する前からの情報交換・情報共有が必須と考えています。
（文責 伊藤）

パワーアップ講座

「企業の広報戦略を市民活動にどう生かすか」参加費無料！

講師：玉川岳郎さん（工機ホールディングス（株）マーケティング・コミュニケーション室長）
日本オラクル、日本 IBM、日本マクドナルドなどの企業で、グローバルにおける広報やソーシャルメディア戦略をリー
ドしてきた講師から、市民活動にも活かせる企業の知恵を学びましょう。

【日時】2020

年１月１８日（土）13:30〜16：00

【場所】元気村おがわ東１階

第１会議室

（受付は１２月下旬より）

★駐車場に限りがありますので公共交通機関をご利用下さい。

【定員】５０名（要申込、先着順、定員になり次第〆切）
【保育】６名（1 歳〜就学前、要申込、〆切 1/10）

こだいら人財の森

地域デビュー体験講座

◆ 講演会◆
「人生 100 年時代を生きる知恵
～小平をホームタウンとして使いこなそう！」

団体の活動を展示で紹介しませんか？
●場所：あすぴあ交流スペース
●スペースの大きさ：模造紙横幅一枚
●期間：１か月

講師：広石拓司さん（
（株）エンパブリック代表）
【日時】2020 年２月８日（土）13:30〜16：00

＊過去の団体展示の様子は下記ホームページ TOP
ページ➡「あすぴあの今」でご覧になれます。
メルマガは毎月月末に配信中。
登録はホームページから→→

【場所】小平市福祉会館４階小ホール
【定員】100 名（要申込、先着順）

参加費無料！

【問合せ先】

小平市民活動支援センターあすぴあ

◆ 講座＆体験＆発表会◆
２月１５日（土） 団体紹介＆活動選択

☎ 042-348-2104、FAX 042-348-2115

〜１か月の間に体験〜

３月２１日（土） 体験報告会
詳しいことは、12 月下旬発行のチラシをご覧ください。

〒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

（詳細については、それぞれのＨＰをご覧ください）

◆公益財団法人 洲崎福祉財団 中長期的視点において、より多くの障害児・者のＱＯＬ向上に寄与する事業へ
の助成・令和元年度 継続助成の募集 【事業テーマ】A：既存福祉サービスの強化、B：新規福祉サービスの
創造 【対象事業】1 年以上 3 年以内に終了する事業 【事業期間】令和 2 年 6 月～令和 5 年 5 月 【対象】首
都圏に拠点がある非営利法人【助成金額】総額 5000 万円。年間 1 件あたりの上限 1000 万円（下限 200 万円）
【申
込締切】1 月 18 日（消印） 詳細は、http://www.swf.or.jp/
◆一般財団法人タチバナ財団
【趣旨】障害者の社会参加と自立を促進し、障害者の福祉の向上に貢献する。
【対象】障害者支援を行う社会福
祉法人、公益法人、ＮＰＯ法人等の非営利の民間団体で 3 年以上の継続した活動実績がある団体。
【助成金】総
額 300 万円、1 件（一団体）30 万円を上限。
【申込締切】1 月 31 日（金） 消印有効
【問合せ】一般財団法人タチバナ財団事務局 中央区日本橋浜町 2-56-1
☎03-6826-1070 (平日 10:00～
16:00) メール zaidan@t-group.co.jp
詳細は、http://www.t-group.co.jp/zaidan/
◆ベネッセこども基金 経済的困難を抱える子どもの学び支援活動助成
【期間】複数年(最大 3 か年)。
【助成金】１団体あたり、最大 3 か年で総額 900 万円以内【申込締切】1 月 7 日
（火） 必着【問合せ】千葉県柏市根戸 206-3 北柏ビル 2F㈱グロップ内 ベネッセこども基金助成事務局
☎04-7137-2570（月～金 10:00～17:00、祝日、12 月 28 日(土)～1 月 5 日(日)を除く）
メール kodomokikin@grop.co.jp 詳細は、https://benesse-kodomokikin.or.jp/
◆日本生活協同組合連合会 地域ささえあい助成―生協と他団体が協同する活動を応援します―
【対象】全国の生協、NPO、その他の団体の皆さま【助成金】１事業あたり最大 100 万円を基本。総額 2,500 万
円予定。
【申込締切】1 月 31 日（金） 消印有効
「協同」に関するご相談窓口：日本生協連 地域・コミュニティ担当 03-5778-8135
【問合せ】日本コープ共済生活協同組合連合会渉外・広報部地域ささえあい助成事務局宛
☎03-6836-1320(平日 10:00～17:00)FAX:03-6836-1321 メール contribution@coopkyosai.coop
詳細は、http://coopkyosai.coop/about/csr/socialwelfare/2020.html
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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 津田公民館
きらら ベビー☆ママのふれあい体操
みんなの居場所 風鈴草
クリスマス charity こんさぁと
こだいらふくしえん スマイル食堂
こだいら自由遊びの会 プレーパーク
多胎児サークル こだついん クリス
マス会
うたごえ in 元気村 昼
熟年いきいき会 第 64 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
ハートピア 子どもリーダーシップ学
習会
きらら広場 ベビー三小
サロンミニコンサート 鈴木公民館
サロンミニコンサート 大沼公民館
ミュージックパル in 大沼 2019 ラス
トコンサート
憲法カフェ＠なかまちテラス
さよなら原発ビデオ上映会
こども劇場 舞台鑑賞「時代横町 い
らんきゃーも」ひと組
喫茶〈サタデーひだまり〉
小平市障害者差別解消法啓発事業 映
画上映会「星に語りて」
サロンミニコンサート 永田珈琲
議員との懇談会
うたごえ in 元気村 昼 クリスマス
会
きらら広場 だっこ 中野産婦人科ホ
ール
きらら広場 はなこ鈴木公民館
はじめてのパソコンサークルあすぴあ
会議室
きらら広場 ベビー中央 中央公民館
「連」投稿締切
第 8 回高田馬場☆ニューイヤー脱原発
デモ
第 12 回 朗読小平教室「ひびき」
熟年いきいき会 おしゃべりサロン
元気はつらつ小川の会
ハートピア 若者リーダーシップ学習
会
「連」192 号発行
こだいらふくしえん スマイル食堂
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 鈴木公民館
新宿 NPO 協働推進センター プロボノ
×NPO の交流会
あすぴあパワーアップ講座「企業の広
報戦略を市民活動にどう生かすか」
サロンミニコンサート 永田珈琲

1/22

水

1/23

木

1/25
1/28

土
火

1/29

水

1/31

金

はじめてのパソコンサークル 中央公
民館
サロンミニコンサート 小川 2 丁目児
童館
こども劇場 アフタフ・バーバン「わく
わく絵本探検隊！」
さよなら原発ビデオ上映会
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 花小金井南公
民館
ＮＰＯ法人小平市民活動ネットワーク
新年交流会（福祉会館）

中央公民館ギャラリーの催し物（予定）
12 月 13 日（金）～12 月 15 日（日）みんなの健康展
12 月 17 日（火）～12 月 22 日（日）四葉会
12 月 27 日（日）インドな人口問題を考える会
1 月 7 日（火）～１月 12 日（日）
水彩画サークル 虹のアトリエ会第 21 回絵画展
1 月 14 日（火）～１月 19 日（日）
多摩六都フェアパラアート制作ワークショップ作品展
1 月 21 日（火）～１月 26 日（日）
仏像彫刻「こげら会」作品展
1 月 28 日（火）～2 月 2 日（日）
アートクラブ七月会油絵展
2 月 4 日（火）
次期長期総合計画の骨子案に係る地域懇談会
2 月 6 日（木）～2 月 9 日（日）
ＥＣＯひろば待ったなしの気候変動に備える
2 月 11 日（火）～2 月 16 日（日）ばるーる
2 月 18 日（水）～2 月 23 日（日）小平写真表現研修会
2 月 25 日（火）～3 月 1 日（日）小平市女性のつどい
3 月 4 日（水）～3 月 8 日（日）
こだいらオール公民館まつり
3 月 10 日（火）～3 月 15 日（日）忘れない３．１１展
3 月 21 日（土）～3 月 22 日（日）
第 22 回チャリティ古本市
3 月 24 日（火）～3 月 29 日（日）版華会
3 月 31 日（火）～4 月 5 日（日）小平写楽
☆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。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。

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。

ＮＰＯ法人 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
【問合せ】fax. 042-323-5450（藤原）
e-mail
info@kodaira-shimnet.jp
URL
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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