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

2020 年 1 月 10 日発行

特集：みんなでつくる音楽祭・・・成長の軌跡
2020 年 2 月号の発行予定は 2 月 12 日（水）
掲載情報の〆切は 2 月 3 日（月）
「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.192
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

あけましておめでとうございます
本年も どうぞよろしくお願いいたします

小平市民活動ネットワーク
新年交流会のご案内
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】 １月３１日（金）１８：３０～２０：３０
【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/

トライ＆エンジョイ！

地 域 デビュー体 験 講 座
（詳しくは、７頁

あすぴあだより、チラシ参照）



広石拓司さん講演会：2 月 8 日（土）午後 1 時 30 分～4 時



体験講座： 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
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福祉会館４階小ホール

福祉会館４階小ホール
中央公民館学習室４

✎
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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。

夜の部：最終月曜日１月２７日（月）18:30〜21:00
【場所】元気村おがわ東
【問合せ】☎ 090-4947-5393 村瀬

◆

サロンミニコンサート

憲法カフェ＠なかまちテラス
【日時】１月２５日（土）13:30〜16:00

【日時・場所】※参加費の記載のないものは無料です。
《１月》
１６日（木）13:30～鈴木公民館･茶菓子付 500 円
２１日（火）13:30～永田珈琲･コーヒー付 1000 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
･茶菓子付 500 円
《２月》
２日（日）13:30～大沼公民館･茶菓子付 500 円
１６日（日）13:30～鈴木公民館･茶菓子付 500 円
２４日（月）13:30～永田珈琲･コーヒー付 1000 円
２６日（水）13:30～花小金井南公民館
･菓子付 500 円
２８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

【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

さよなら原発ビデオ上映会
【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 213 回

隠された核被災を追う高校生たち
ビキニの海は忘れない
【日時】１月１８日（土）18:30～
【場所】中央公民館 【資料代】300 円
【監督】森康行 【ナレーター】吉永小百合
【製作】高知県高校生ゼミナール制作映画「ビキニの
海は忘れない」製作実行委員会 1990 年 62 分
【連絡先】☎042-342-3435 関根

台風 19 号被災地支援コンサート

マリンバ・トランペット・ピアノ solo
アンサンブル

みんなでよい映画をみる会

と

今年も、「少しでも役に立ちたい」と、皆さまと共に
暖かい気持ちをこめて演奏会をいたします。
【日時】１月１３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、
（トランペット）橘 亮、
（ピアノ）平澤恒子・高梨昌世
【会費】500 円（基金として寄付）
【主催】まりんば演奏を楽しむ会
【問合せ・申込】☎080-5933-0717 高梨

ユネスコ・フレンドシップコンサート
2020
【日時】２月１日（土）13:30～（開場：13:00）
【場所】ルネこだいら・中ホール
【出演】ノーザンシックス・ビッグバンド（ジャズ＆
ラテンミュージック）
【入場整理券】1,000 円（全席自由）
ルネこだいらチケットカウンターで販売・
☎042-346-9000
【主催】小平ユネスコ協会
【後援】小平市教育委員会
【問合せ】☎090-3800-4711 西村（小平ユ協事務局）

モーツアルト（1/27）
、シューベルト（1/31）

誕生日に寄せて名曲の調べ
マリンバ・トランペット・ピアノ演奏
トレモロで美しいメロディー、管の明るい響き、誰も
が知っている二大作曲家のクラシックの名曲、午後の
ひと時、
「見て聴いて」ご一緒にお楽しみ下さい。
【日時】１月２５日（土）14:00～16:30
【場所】中央公民館視聴覚室
【演奏】今井忠子となじょん和音楽仲間
橘 亮（トランペット）
、平澤恒子・高梨昌世（ピアノ）
【参加費】500 円（ティータイム付）70 歳以上 300 円
【主催】ミュージックパル in 大沼 2020
【問合せ・申込】☎＆fax 042-341-4806 今井

令和元年度 東京都糖尿病医療連携推進事業

北多摩北部保健医療圏糖尿病ネットワーク

都 民公開 講座
【日時】２月１日（土）14:00～16:00
【場所】小平市医師会館 3 階大会議室
【定員】100 名
座長：八木知佳先生（八木メディカルクリニック、
糖尿病ネットワーク委員会委員長）
講演１：糖尿病：彼を知り己を知れば百戦殆うからず
講師：植木彬夫先生（東京医科大学名誉教授）
講演２：血糖値スパイクとフレイルを予防して健康寿

うたごえ in 元気村
【日時】
昼の部：第 3 火曜日１月２１日（火）13:30〜15:50
2

９日（日）14:00～

命を延ばす食事の工夫～
『乳和食＝New 和食』
を取り入れたスローカロリーな『適糖生活』
講師：西村一弘先生（会長、緑風会緑風荘病院栄
養室運営顧問）
【主催】北多摩北部保健医療圏糖尿病ネットワーク委
員会（小平市医師会ほか４医師会）
【後援】小平市ほか４市
【申込】fax 042-345-7187 小平市医師会事務局
（代表者氏名、人数、電話番号を明記）
【問合せ】☎042-343-8260 （一社）小平市医師会

非常時の太陽光発電活用術（西
村守正）／その他映画上映など
【申込】不要
【問合せ】kodaira.solar@gmail.com
【主催】ＮＰＯ法人こだいらソーラー

◆ 子ども・子育て

◆

こだはぐ カフェ
【日時】１月２１日（火）10:30～14:30

日本書紀成立 1300 年

【場所】鈴木公民館 学習室 2・調理実習室
【入場料】100 円（フリードリンク＆お菓子つき）
■今月のお話し会のテーマ：
アンガーマネジメントで上手に怒れるママになろう
・時間 11:00～11:50 先着順（定員 17 組）
・参加費 資料印刷代 10 円
・講師 金田千鳥さん（アンガーマネジメントファシ
リテータ、社会保険労務士、キャリアコンサルタント
■ランチタイム 12:00～ 食券販売 10:30～
ランチセット：500 円 ※先着順 20 食前後
【主催】小平はぐくみプロジェクト
kodahug.com
ameblo.jp/koda-hug
instagram.com/kodahug
facebook.com/kodahug
メール：kodahugml@gmail.com

特別展「出雲と大和」関連文化講演会
【日時】２月４日（火）19:00～
【場所】ルネこだいら中ホール
【演題】出雲と大和へのいざない～出雲大社の造営と
出雲信仰～
【講師】品川 知彦氏（島根県立古代出雲歴史博物館
学芸企画調整監）
【費用】無料
【定員】400 名（先着順）
【主催】一般社団法人 こだいら観光まちづくり協
会・ＮＨＫ
【共催】公益財団法人 小平市文化振興財団
【申込】下記 URL または協会窓口へ
https://eventregist.com/e/Syf8cHz8ArKL
【問合せ】☎042-312-2954 一般社団法人 こだいら
観光まちづくり協会（学園東町 1-6-1）
https://kodaira-tourism.com/

みんなではなそう会
（白梅学園大学小平市連携療育事業）

さき織り個人展
ＷＩＬＤに うふふ💛 ひろこワールド

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】 １月２２日（水） ２月４日 （火）、
２６日（水）10:00～12:00
【場所】中央公民館
【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、手帳の有無は問いま
せん）
＊保育はありませんが、お子さま連れでも大丈夫です。
＊自由参加（申込不要）都合のよい日、よい時間にい
らしてください。
【問合せ・連絡先】☎090-4097-8479 両角
LINE：mie77777
メール：mie.morozumi@gmail.com

かわいいの大好き！ 頭の中は織りのミラーボール
ひろこの世界へようこそ！好きなアーティストの曲
が頭の中に流れ、衣装やステージをイメージしながら、
カラフルな色でＢＡＧやポーチを作ります。キラキラ
糸を入れたり、難しい網代織りや綴れ織りも織りこな
し個性豊かな作品が並びます。ご来店お待ちします。
【日時】２月６日（木）～８日（土）
10:30～17:00
【場所】おだまき工房（学園東町 1-23-23 学園坂商
店街つきあたり右）
【問合せ】☎＆fax 042-341-7107 社会福祉法人つむ
ぎ おだまき
小平市提示型公募事業
エコひろば

小平こども劇場
◆アフタフ・バーバン「わくわく絵本探検隊！」

地球温暖化が進むとどうなる？どうする！

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）

考えてみよう、地球温暖化をしのぐ工夫
（気候変動適応策）
【日時】２月７日（金）～９日（日）9:00～17:00
【場所】中央公民館ギャラリー
◆展示＆イベント
まったなし地球温暖化、どうなる展／地球温暖化をし
のぐ工夫（気候変動適応策）、どうする展／災害時も
役立つソーラーグッズ展／自転車発電に挑戦しよ
う！／ビデオ上映コーナー
◆ミニセミナー
８日（土）14:00～ ソーラー女子に聞く、暑さに負
けない暮らしの知恵と技（藤井智佳子）

◆舞台鑑賞「キナコちゃんとダンス!!」
キナコちゃんとお父さんの一日を、朝・昼・夜、それ
ぞれ違うスタイルの人形芝居にして贈ります。ふたり
の奮闘ぶりに笑いの連続。ユーモアたっぷりであたた
かくてホロッとする場面も。必見です！
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【日時】２月２日(日)14:00～（13:45 開場）
【場所】福祉会館 1 階和室ホール
【対象】幼児～小学校低学年の親子
【特別鑑賞代】0～3 歳 1,300 円、4～17 歳 2,300 円、
大人 4,300 円（2 ヶ月分の会費と同額となります）

喫茶〈サタデーひだまり〉
〈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

１月１８日

◆劇団かかし座による手影絵ワークショップ
海外のフェスティバルやテレビなどでも広く紹介さ
れている劇団かかし座による影絵は、手とカラダだけ
で様々な形をつくりだします。プロならではのコツと
技を体験してみましょう！
【日時】２月９日(日)13:30～16:00（集合 13:15）
【場所】福祉会館 3 階第一集会室
【対象】小学 4 年生以上
【定員】20 人（要申込・先着順）
【参加費】無料
以上の【申込・問合せ】☎＆fax 042-347-7211
NPO 法人小平こども劇場
メール:info@kodaira-kogeki.org
http://kodaira-kogeki.org/

【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
■子どもリーダーシップ学習会 10回シリーズ
第8回「７つの習慣ファミリー（その1）」～かけがえ
のない家族文化をつくるリーダーシップについて学
んでみませんか。
【日時】１月２２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９回「対話の文化」～妥協ではなくWin-Winのシナ
ジーに導くプロセスについて学んでみませんか。
【日時】２月５日（水）10:00～12:00
【場所】福祉会館第5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

こだいら自由遊びの会
プレーパーク
【日時】１月１９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/

子育てサポート

寄り添い つながり 支えあう
地域づくり
～コミュニティソーシャルワーカー
（ＣＳＷ）の活動を通じて

き ら ら

■1 月のきらら広場（全て申込み不要、無料）
１６日(木)10:00～11:45 ベビー三小 第一会議室
２４日(金)10:00～12:00 ベビー中央 中央公民館
和室
２８日(火)10:00～12:00 だっこ 中野産婦人科医
院ホール
２８日(火)10:00〜12:00 はなこ鈴木公民館和室

コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）は、地域
を基盤として活動し、どこの窓口にも当てはまらない
等の個別のご相談を受け、解決にむけての調整や地域
の方々のお力をお借りして一緒に取り組む活動をお
こないます。
【日時】１月３０日（木）14:00～16:00
【場所】中央公民館2階ホール
【定員】100人（先着順 要予約）
【講師】ＣＳＷ 上原哲子さん（小平市社会福祉協議
会 こだいら生活相談支援センター）
【申込】１月23日（木）までに☎・fax、メールで、
氏名・連絡先をお申し込みください。
車椅子の方や配慮の必要な方は、お申込みの際にお知
らせください。
入場無料 手話通訳・要約筆記あり
【申込・問合せ】☎042-346-9537（平日8:30～17:00）
小平市健康福祉部生活支援課
メール：df0012@city.kodaira.lg.jp

■ベビー☆ママのふれあい体操、 絵本と育ばなちょ
こっとわらべうた・・・1 月はお休み
【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

みんなの居場所

風 鈴 草

【日時】１月１７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。予約不要
https://www.facebook.com/ouchigohan.aun/
【問合せ】☎ 090-1771-7431 足立

◆ シニア

◆福 祉 ◆

◆

♪みんなで唄いましょう♪

第６５回「市民うたごえ祭り」
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【日時】１月２３日（木）13:30～15:30
【場所】中央公民館ホール（２階）
【参加費】200 円

【場所】飯田橋セントラルプラザほか
【分科会】
（抜粋）
１．SDGs～誰ひとり取り残さない～に向かって踏み出
そう
２．自治会でつながろう！～地域活動への参加促進の
ために～
3．話にくさを乗り越える対話の可能性を探ってみよ
う～自由に考え、自由に話す哲学カフェ
4．
「食の安全性」×「地域」×「仕事」＝持続可能な
関係づくりとは
6．外国にルーツを持つ子どもと共に学ぶ学校とは
7．私たちは無自覚の差別とどう向き合うのか
8．あそびうたに触れ合おう♬～広がれ、あそび心！
9．
「ひきこもり」と言う言葉がなくなる社会を目指し
て!!～わたくしごと化してみよう
10．家族ってなんなんだ!？～映画「沈没家族」から
家族のカタチを考える～
11.災害時の子どもや家庭を支えるために私たちがで
きること
12．豊かな地域をつくるのは私たち！～「地域包括ケ
アシステム」から制度・セクター・分野を超えて
13．ボランティアのトリセツ～「ボランティア活動あ
るある」編～
14．映画「ナオトひとりっきり」上映＆トークショー
15．急増する孤独死は人ごとではない!～年間 3 万人
その現状とは～
16．話そうカフェ IRODORI（出入り自由）
17．イマドキの若者徹底解剖！
18．元気の種を探してみませんか？
19．想いをカタチに。助成で広がるボランティア・市
民活動の未来
20．ダブルケア（子育て・介護）に今から備えよう
21．政治を語って、暮らしやすい未来を創ろう！
22．体験から継続した活動へ～ボランティア証明書で
終わらない若者を育てるためのヒント～
23．発達障害がある大人×「周囲のあなた」＝持続可
能な就労環境？
24．盲ろう者も社会で安心して働けるようにするため
には？
25．その「災害への備え」は自分事になっていますか?
26．私たちが本当に目指す居場所づくりとは
27．ボランティアの「始まり」と「今」
29．30．命と食と環境と。雑木林保全活動～フィール
ド編、～映画「武蔵野」
31．荒川区内の「食を通した居場所づくり」（子ども
の居場所）活動見学
32．OpenCafe ボランティア相談窓口
【参加費】
一般 2,000 円
（1 分科会のみ参加 1,000 円）
、
障がいのある方 1,000 円、学生（大学・短大・専門学
校）1,000 円・要学生証、高校生以下または 18 歳未
満無料・要年齢のわかるもの。当日受付で支払い。
【申込】http://www.tvac.or,jp/vf/へ 又は下記へ
fax または、郵送
【主催】東京ボランティア・市民活動センター
【問合せ】☎03-3235-1171、fax03-3235-0050
〒162-0823 新宿区神楽河岸 1-1 飯田橋セントラルプ
ラザ 10 階
詳細は、http://www.tvac.or.jp/vf/

たまり場

「おしゃべりサロン」
【日時】２月１２日（水）13:30～16:00（予定）
【場所】中央公民館講座室２（２階）
【参加費】200 円（会員 100 円）
上記共通事項
【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
いずれも火曜日、予約は必要ありません。
１月１４日 13:30～15:45 元気村あすぴあ会議室
２１日 9:30～11:45 中央公民館学習室 4
２８日 9:30～11:45 元気村あすぴあ会議室
２月 ４日 9:30～11:45 中央公民館学習室 4
１１日お休み
１８日 9:30～11:45 中央公民館 学習室 4
２５日 9:30～11:45 元気村あすぴあ会議室
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

◆ 会員 or ボランティア 募集 ◆
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ママ、パパの出
会いの場で、子育ての情報交換をしたり、季節のイベ
ントを行ったりする育児サークルです。
【活動場所・内容】毎月１～２回、場所を定めること
なく、小平市内の様々な地域センターや公民館で活動
します。また、働いている方が参加できるように土
曜・祝日にも活動することがあります。活動内容はメ
ンバーのみなさんと話し合いながら決めていきます。
まず集まっておしゃべりをするところから始めたい
と思います。
※併せて、サポートメンバーも募集しています。
【問合せ】kodatwin.m@gmail.com
Amebablog: https://ameblo.jp/kodatwin2019
Instagram: @kodatwin

◆ 他市のイベント情報 ◆
市民社会をつくる
ボランタリーフォーラム Tokyo2020
今こそ動こう！イロドリある未来へ

【日時】２月７日（金）
、８日（土）、９日（日）
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特 集

みんなでつくる音楽祭 in 小平・・成長の軌跡

今年６回目を数えた「みんなでつくる音楽祭 in 小平」。中央公民館をほぼ全館借り切ってのイベント
を楽しんだ方も多かったのではないでしょうか。音楽を楽しむ団体・個人が力を合わせて「みんなで」
作り上げるこのイベントは、そもそもどうやって始まったのか。なにを目標としているのか。
前・実行委員長の細江卓朗さんと、現・実行委員長の三浦慶太さんにお話を伺い、原稿を寄せていた
だきました。
●始まりのきっかけ
「みんなでつくる音楽祭 in 小平」が始まったき
っかけですが、音楽によるバリアフリーを目指し
て毎年 6 月に仙台で開催されている「とっておき
の音楽祭」というイベントがあります。そのドキ
ュメンタリー映画『オハイエ！』の上映会を 2013
年 12 月に小平で行いました。
その後、上映会のメンバーが実際に仙台に行っ
てこの音楽祭を体験し、「ぜひ小平でもこんな音
楽祭をやりたい！」となり、2014 年 9 月に初めて
の実行委員会が行われました。12 月 3 日～9 日の
「障害者週間」にちなんで、第１回は同年 12 月 6
日に開催。それ以来、毎年 12 月の第 1 土曜に開催
しています。

「RRS=You（ロックリバーサイドウィズユー）」はメンバーに
障がい者も健常者もいるボーダレスバンド

●テーマは「ボーダレス」
音楽のジャンル、世代、障がいの有無などの境
界（ボーダー）を越えて、スタッフも、出演者も、
お客さんも、みんなが居心地良く楽しめる音楽祭
を目指しています。そのために情報保障（手話・
文字情報・点字）のサークルの方々にもご協力を
いただき、歌詞や出演者のトークを同時通訳する
など、障がいのある方にも配慮しています。
でも障がい者のためのイベントということでは
なくて、みんなのため、みんなが分け隔てなく楽
しめる音楽祭を目指しています。

ど、さまざまです。第１回から関わっている人も
いれば、新しく加わったメンバー、あるいは普段
なかなか参加できないけれど、本番直前や当日だ
け手伝ってくれる人もいます。
みんな優しい人ばかりで、お互いを受け入れ合
って、楽しく活動しています。もし活動に興味の
ある方は、ぜひ一度実行委員会を見学に来てくだ
さい。
本当の意味での「ボーダレス」を実現するには、
まだまだ課題も多いと感じています。今年もみん
なで力を合わせて、より良い音楽祭をつくってい
きたいと思っています。
（実行委員長 三浦慶太）

●モットーは「みんなでつくる」
みんなでつくる最初の実行委員会のメンバー募
集のチラシに書かれた「みんなでつくる音楽祭
（仮）」が、そのまま正式な名前になりました。
ボーダレスな音楽祭をつくるために、実行委員
のメンバーだけでなく、出演者にも準備段階から
手伝ってもらい、「みんなでつくる」プロセスを
大切にしています。例えば会場の飾り作りには毎
年たくさんの出演者が集まってくださいます。い
ろんな人が集まって、みんなで力を合わせること
が、この音楽祭の原動力になっています。

＜今回の実績＞
2019 年 12 月 7 日（土）11:30～19:15
小平市中央公民館
参加：80 団体 入場者数：約 1700 人
同時開催：異才たちのアート展 2019
第 45 回 障がい者作品展
＜開催予定＞
第７回みんなでつくる音楽祭 in 小平
開催日：2020 年 12 月 5 日（土）
会場：小平市中央公民館
＜ホームページ＞
https://kodaira-ongakusai.jimdofree.com/

●実行委員会は「ボーダレスな仲間たち」
音楽祭の活動を通して、私が一番楽しいと感じ
ているのは毎回の実行委員会です。メンバーは毎
年 20 人ぐらいで、学生から年配者まで、障がいの
ある方もいれば、趣味でバンドをやっている人な

お話を伺って・・・なにもないところから、これだけの規模のイベントをはじめて作り上げた時の苦
労は、たいへんなものがあったと思います。でも、同時に、作り上げていくワクワク感、たのしさも
大きかったことでしょう。
大勢の多様な人々をつないだのは「音楽」。だれでもが楽しめて、だれもが参加できる音楽マジッ
クの成果です。同時に、「みんな」も飾り言葉ではない、とても大切なコンセプト。世代も性別も障
がいの有無も超えてみんなで作ることを大切にしている音楽の祭典。
「音楽」と「みんなでつくる」をキーワードに、今後の展開を期待します。
（取材：伊藤）
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パワーアップ講座

こだいら人財の森

参加費無料！

地域デビュー体験講座

◆ 講演会◆

企業の広報戦略を市民活動にどう生かすか
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。

「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！〜
講師：広石拓司さん（（株）エンパブリック代表）
【日時】２月８日（土）13:30〜16：00
【場所】小平市福祉会館４階小ホール★手話通訳付
【定員】100 名（要申込、先着順）参加費無料！

【日時】１月１８日（土）13:30〜16：00

【保育】9 名（1 歳～就学前、要申込、1/31〆切）

【場所】元気村おがわ東１階

◆ 講座＆体験＆報告会◆

第１会議室

★駐車場に限りがあります。公共交通機関をご利用下さい。

団体のプレゼンを聞いた後、参加したい団体を選ん

【定員】50 名（要申込、先着順、定員になり次第〆切）

で活動を体験できるお得な講座です。
【定員】30 名

２月１５日（土） 団体紹介＆活動選択
地域のお悩み解決をサポート
～自治会・町会と市民活動団体の交流会～

交流サロン

〜１ヶ月の間に体験〜

３月２１日（土） 体験報告会
＊詳しくはチラシをご覧ください。

地域にある様々な課題の解決のヒントを探ります。
【日時】２月２２日（土）13：30～16：00

【問合せ先】

【場所】元気村おがわ東第二会議室

小平市民活動支援センターあすぴあ

【定員】30 名

☎ 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

メルマガは毎月月末に配信中。
登録はホームページから→→

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）
◆認定特定非営利活動法人まちぽっと 市民社会強化活動支援事業 Program for Empowering Civil Society (Pecs)
【対象】多様で複数の組織・団体と協力のもとに事業活動を進めている、進めようとしている団体。法人格の
種類不問。原則として非営利の団体。
【助成期間】2020 年 4 月～2023 年 3 月末【助成予定団体数及び１団体あ
たりの助成金額】最大 10 団体程度、１年あたり 200 万円（最長 3 年間で 600 万円）
【助成対象事業】一定のま
た個別の課題を抱えた人を対象とした事業活動や、組織・団体を支援している事業活動など、事業活動のテー
マや対象は不問。
【応募締切（予定）】1 月 20 日(月) 23 時 59 分まで。郵送又は電子メールに書類添付を予定。
詳細は、http://machi-pot.org/pecs/
◆東京ボランティア・市民活動センター ゆめ応援ファンド 【応募資格】(1)ボランティア・市民活動団体（法
人格の有無は不問 (2)ボランティア・市民活動を推進している民間非営利団体 (3)主たる活動エリアが東京。
【助
成内容】学習会・研修会の開催、調査・研究の実施、器具・機材の開発・購入、活動にかかわる市民への啓発
の実施、ボランティア・市民活動団体による先駆的・モデル的活動、その他 【助成の種類と金額】単年度助成：
50 万円以内、継続助成：1 年につき 50 万円【応募締切】1 月 31 日（金）消印有効 【問合せ】東京ボランティ
ア・市民活動センター「ゆめ応援ファンド係」 新宿区神楽河岸 1-1（セントラルプラザ）☎03-3235-1171、
fax03-3235-0050
詳細は、https://www.tvac.or.jp/tvac/programs/index.html
◆真如苑「Shinjo プロジェクト」市民活動公募助成事務局多摩地域市民活動公募助成
【対象】
「東京都多摩地域」に活動拠点を置く市民活動団体が同地域で行うプロジェクト【助成金】１プロジェ
クトあたり上限 50 万円 【締切】2 月 28 日（金）消印有効 【問合せ】真如苑「Shinjo プロジェクト」市民活
動公募助成事務局 大阪市中央区谷町 2-2-20 2F 大阪ボランティア協会気付 ☎ 06-6809-4901(担当:椋木) Fax :
06-6809-4902
E-mail: shinjo-pj@osakavol.org
詳細は、http://shinjo-project.jp/koubo/index.html
◆一般財団法人 冠婚葬祭文化振興財団第 21 回社会貢献基金
地域の種々の災害の救済、社会福祉事業、環境保全事業など社会貢献活動を行う各種団体等への助成及び社会
貢献に資する調査・研究を目的とした事業【助成金】総額約 1,000 万円。１件上限 200 万円。研究助成 100 万円
上限。
【締切】2 月 29 日（土） 【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 港
区西新橋 1-18-12 COMS 虎ノ門 6 階
03-3596-0061
詳細は、http://www.ceremony-culture.jp/social/service/fund/content03/
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各イベントの詳細は、本文をご覧ください。

マリンバ・トランペット・ピアノ solo とア
ンサンブル
はじめてのパソコンサークル あすぴあ
サロンミニコンサート 鈴木公民館
きらら広場 ベビー三小
みんなの居場所 風鈴草
第 213 回 みんなでよい映画をみる会
喫茶〈サタデーひだまり〉
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」
こだいら自由遊びの会 プレーパーク
サロンミニコンサート 永田珈琲
うたごえ in 元気村 昼
こだはぐ カフェ
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
みんなではなそう会
ハートピア 子どもリーダーシップ学習会
小平こども劇場 アフタフ・バーバン「わく
わく絵本探検隊！」
熟年いきいき会 第 65 回市民うたごえ祭り
きらら広場 ベビー中央
ミュージックパル in 大沼 2020
憲法カフェ＠なかまちテラス
さよなら原発ビデオ上映会

2/15
2/16
2/18
2/24
2/25
2/26
2/28
3/21

土
日
火
月
火
水
金
土

「連」193 号発行
地域デビュー体験講座 体験団体紹介
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
サロンミニコンサート 永田珈琲
はじめてのパソコンサークル あすぴあ
サロンミニコンサート 花小金井南公民館
サロンミニコンサート 津田公民館
地域デビュー体験講座 発表

中央公民館ギャラリーの催し物（予定）
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

うたごえ in 元気村 夜
きらら広場 中野産婦人科医院ホール
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
サロンミニコンサート 花小金井南公民館
寄り添い つながり 支えあう地域づくり～
ＣＳＷの活動を通じて
ユネスコ・フレンドシップコンサート 2020
北多摩北部保健医療圏糖尿病ネットワーク
都民講演会
サロンミニコンサート 大沼公民館
小平こども劇場 舞台鑑賞「キナコちゃんと
ダンス!!」
「連」193 号投稿締切
特別展「出雲と大和」関連文化講演会
はじめてのパソコンサークル 中央公民館
ハートピア 若者リーダーシップ学習会
さき織り個人展 ＷＩＬＤに うふふ ひ
ろこワールド ～8 日
考えてみよう、地球温暖化をしのぐ工夫
～9 日
ボランタリーフォーラム Tokyo2020 ～9
日
地域デビュー体験講座 広石拓司氏講演会
「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！〜
小平こども劇場 劇団かかし座による手影
絵ワークショップ
熟年いきいき会 おしゃべりサロン

☆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。
ちゅうおう

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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