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一緒に歩く人募集！ 

「玉川上水 46 億年を歩く」 

プレウォーク 

【日時】10 月 18 日（日）、10 月 31 日

（土）、11 月 14 日（土）、11 月

28 日（土）、12 月 12 日（土） 
【集合場所】集合場所は各駅の改札 
※雨天時は次の予定日に延期。 

【申込】メール：satoko.lee@gmail.com  
       080-5019-0153 (リー智子) 
または、下記コクチーズホームページから
お申し込みください 

https://kokucheese.com/event/index/601518/ 
【主催】玉川上水 46 億年を歩く 
【共催】東京ビエンナーレ 
【特別協力】ちむくい、地球永住計画 

 

～Zoomでも『小平市民財政白書』 

読み合わせ会～ 
 Zoom による開催です。参加希望者は、事前にご

連絡ください。参加のための URL をお知らせしま

2020 年 11 月号の発行予定は 11 月 10 日
（火）掲載情報の〆切は 11 月 3 日（火） 

特集：オンラインで広がる市民活動 

市内＆近隣のイベントや市民活動情報を掲載！ イベントカレンダー：5 頁  

 

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

 

 ◆ 文 化 ◆ 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、状況
によって中止、延期等の可能性があります。 

Vol.198 

「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。 

NPO法人小平市民活動ネットワーク 2020年 10月 10日発行 

 

◆ あすぴあ 10 周年 元気村まつりウィーク  

に参加します。 

10 月 24 日（土）～31 日（土） 

今年はオンラインで参加 !! 
あすぴあホームページをご覧ください。 

https://kodaira-shiminkatsudo-ctr.jp/ 

 

◆ 2020 年度 こだいら人財の森 連続講座 

「体験！充実の市民活動」 

シムネットも体験受入団体として参加します。 

体験の内容：「連」編集会議への参加 

関心のある方は、あすぴあホームページ 人財の森へ 

https://kodaira-shiminkatsudo-ctr.jp/jinzaino-mori 

 

※詳しくは、あすぴあだより（●ページ参照） 
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す。 

【日時】10 月 17 日（土）14:00～15:00 

参加希望の方は、kodaira-teigen@aglaia.cc まで 

【企画・運営】こだいら市民提言の会 

【申込・問合せ】       090-9675-6855 

（こだいら市民提言の会 事務局 ふるや）  

 

現役パパのリアルトーク 
―男性育児の本音と工夫― 

【日時】10 月 18 日（日）14:00～16:00 

【場所】小平元気村おがわ東 多目的ホール 
【保育】定員 6 名 要申込 〆切 10/13 
【主催】小平市男女共同参画センター登録団体 男女

共同参画講演会実行委員会、小平市 
【申込・問合せ】小平市地域振興部市民協働・男女参

画推進課 
      042-346-9618、fax042-346-9575 
メール kyodo-danjo@city.kodaira.lg.jp 
※ お願い：必ずマスクの着用をお願いします。発熱

やせきなど、体調がすぐれない場合は参加をお控
えください。 

 

 

憲法カフェ＠なかまちテラス 
「大切な憲法の語り合いの場」 

コロナ感染予防対策のため、以下の項目に合意の
上、お申し込みください。 
・自宅で平熱確認後、来館時はマスクの装着、手指
の消毒をお願いします。 

・お話が中心の活動なので、フェイスシールドの装
着もお願いします。会場での販売あり。(220 円) 

【定員】12 名(先着順) 予約必須 
・予約をしても、当日体調が悪い場合は無理をせ
ず、お休みの連絡をしてください。 

・コーヒーの提供はなし。飲み物持参のこと。 

【日時】10 月 24 日（土）13:30～15:00 
【場所】なかまちテラス  地下学習室１ 
【参加費】無料 
【申込み】       080-5425-1812（荒井） 
          メール  smyu-1315@ezweb.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》 

10 月 29 日（木）2:30～津田公民館（500 円） 

11 月  1 日（日）11:00～鈴木公民館（無料） 

マスクをされていらしてください。 

【問合せ】バイオリンの音を楽しむ会（黒澤） 
      ＆fax 042-341-3457 

 

マリンバを楽しむ会 

ハロウィン 

マリンバ・トランペット・ピアノによる 

“にこにこコンサート ＆ 
10 月 Birthday 作曲家名曲“ 

【日時】10 月 31 日（土）14:00～16:30 

【場所】中央公民館視聴覚室 

【費用】200 円 

【曲目】サン・サーンス、リスト、ビゼー、シュ

トラウスⅡ 

 

響けマリンバ charity こんさあと 
トランペット、マリンバ、ピアノ 

【日時】11 月 23 日（月・祭） 

14:00～16:30 

【場所】なかまちテラスホール 

【費用】500 円 

※台風被災地への義援金として 
 
以上共通件 

【定員】25 人（コロナウイルス感染防止のた

め） 

【主催】マリンバを楽しむ会サークル 

【問合せ】      ＆fax 042-341-4806（今井） 

 
 

 
 

小平こども劇場 
 

◆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】10 月 15 日(木)10:00～11:00 
【場所】中央公民館 和室けやき 
【対象】0～3 歳の未就園児と保護者 
【定員】6 組（要：事前申込、先着順） 
【参加費】ひとり 500 円 

（0 歳より有料、保険料込み） 
 

◆デイキャンプ 
～秋さがし探検 八国山に行こう～ 

トトロの森で知られている八国山にでかけます。コ
ナラやクヌギの雑木林を散策して「秋さがし」をし
ましょう。 

【日時】10 月 18 日(日)10:00～14:30 
【場所】東村山市八国山緑地 
【対象】0 歳～大人 
【定員】親子 40 人（要：事前申込、先着順） 
【参加費】ひとり 100 円（保険代） 
 

◆舞台鑑賞「ののはなげきじょう」 
人形劇団 ののはな 

乳幼児の親子にぴったり！楽しくて可愛いやさしさ
あふれる人形劇です。 

【日時】10 月 31 日(土)11:00 開演 

（10:45 開場、上演時間 30 分） 
【場所】福祉会館５階市民ホール 
【対象】乳幼児～幼児向き 
【参加費】親子ペア 2,000 円、大人 1 人追加

1,500 円、子ども 1 人追加 1,000 円 

◆ 子ども・子育て ◆ 

 

mailto:kyodo-danjo@city.kodaira.lg.jp
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（要：事前申込、先着順） 
 

◆ボディーペインティング～秋を感じて～ 
キッズアート＆プレイランド TOKYO 事業。全身を
使って大きな紙に絵を描いたりします。 

【日時】11 月 8 日(日)10:00～12:00 
【場所】きつねっぱら公園子どもキャンプ場 
【対象】4 歳～中学生 
【定員】25 名（要：事前申込、先着順） 
【参加費】無料 
 
＊詳細は申込時にお伝えしますが、参加の際はそれ
ぞれコロナ感染症対策のご協力をお願いいたしま
す。 
以上の【申込・問合せ】NPO 法人小平こども劇場 
      ＆FAX:042-347-7211 
メール:info@kodaira-kogeki.org 
https://kodaira-kogeki.org/ 

 

こだいら自由遊びの会 

プレーパーク 
新型ウイルスがまだ流行っていますが、気を付けて
外遊びをしましょう！ 検温してマスクをつけて来
てください。受付の消毒用アルコールで消毒お願い
します。マスクの着脱は気温と相談して、各自の判
断でお願いします。 

【日時】10 月 18 日（日）10:00～16;00  

(出入り自由) 
【場所】中央公園 体育館裏の林 
【参加】無料、カンパ 1 人 100 円(保険代を含む)  
※ 受付簿に住所氏名等をご記入いただくことで保

険になります。個人情報は保険手続きの時のみ
使用します。 

【持ち物】タオル、水筒など、自分が必要なもの。 
レジャーシートや軍手もあると便利です。 

 1 日遊ぶなら、お弁当を持ってきてね♪。 
 汚れてもいい服装できてね。 
 たくさん遊ぼう!!  
※当日の天気等でやむをえず開催ができない場合は
ブログにてお知らせしますので、ご確認ください。 
※活動の様子も随時載せていますので是非ご覧くだ
さい。 

http://kodairaplaypark.com/ 
【問合せ】☎ 090-1771-7431（足立） 

070-6616-9959（福本） 
 

お持ち帰り 子ども食堂 

風 鈴 草 
【日時】10 月 16 日（金）17:00～19:00 

炊き込みご飯・冷しゃぶ弁当・しげ子さん
のデザート 

次回は、11 月 20 日（金）チキンカレーとサラダ 
今は一緒にお食事できませんが、悩みや相談がある
人は、気軽に声をかけてくださいね。 
子ども（18 歳まで）無料  大人 300 円 
津田町 2-29-22（津田団地 9 号棟西側） 
【問合せ】       090-1771-7431（足立） 
http://huurinsou.com/ 
https://www.facebook.com/ouchigohan.aun/ 

 

多胎児サークル こだついん 

多胎プレパパママのための 
ファミリー講座 

（zoom アプリを使用してのオンライン講座） 
 
コロナ禍で不安な妊娠生活を送っている多胎妊婦さ
んと、そのご家族さまへ 
こだついんメンバーがこれまで経験してきた妊娠生
活や出産について、役に立った育児グッズ、産後想
定される寝不足問題や授乳について、メンバーへ実
施したアンケートやインタビューをもとにお伝え情
報共有し、また、不安な時期を乗り越える仲間作り
に少しでもお役に立てればと思い企画しました。 

【日程】10 月 31 日（土）育児期(定員 8 組) 
【参加費】無料 
管理入院中でも自宅でも、スマホでもパソコンでも
参加できます。全国どこからでも参加 OK です。多
胎妊娠、育児はママ 1 人で乗り越えることではあり
ません！パパはもちろん、家族の参加が必要です！ 
なので、こちらのファミリー講座も妊婦さんだけで
はなく、パパやじいじ、ばあばのご参加もお待ちし
ております。 
参加希望の方やご質問あれば、下記のアドレスへご
連絡いただくか DM または HP よりお問い合わせ下
さい。 
kodatwin.m@gmail.com 
Twitter、Facebook やってます 
 

 

 

 

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9回シリーズ 

第4回「個人におけるリーダーシップ」～セルフ・リ

ーダーシップ 

【日時】10月21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8回シリーズ 
第4回「リーダーシップ社会文化を創造する」～ユ

ニクロの挑戦 

【日時】11月4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 

メール heartpia@wish.ocn.ne.jp 

 

知的障がい者ガイドヘルパー 
養成研修 

知的障がい者の外出の付き添いをする方を養成す

る講座です。 

【日時】11月14日（土）・15日（日）・21
日（土）全３回 

【場所】中央公民館（14、15日）福祉会館（21日） 

【受講料】3,000円 

◆  福 祉 ◆ 
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【対象】小平市近郊在住・在勤で、小平市民をサポ

ートする事業所に登録し、実際に従事でき

る原則60歳未満の健康な方 

【定員】20人 

【内容】講義、演習（ガイドヘルパーの役割や知的

障がい者への理解） 

【持ち物】本人確認ができる書類（運転免許証、パ

スポート、健康保険証など） 

【申込み】10月29日（木）までに、NPO法人だれ

もがともに小平ネットワーク・有澤へ

      042－308－3732（先着順） 

 

 

 

 

熟年いきいき会 
 

 「伴侶を亡くした人が語り合う会」 
   ～介護保険制度について～ 
【日時】10 月 16 日（金）13:30～16:00 
【場所】福祉会館 第 3 集会室 
【講師】小平市地域包括支援センター中央 職員 
【参加費】200 円（会員 100 円） 
  ※伴侶のある方の参加はできません m(__)m 
  

みんなで話そう 
「おしゃべりサロン」 

【日時】１１月 5 日（木）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）  
 
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 
10 月のはじめてのパソコンサークルはお休みします。 
【主催・問合せ】小平 IT 推進市民グループ 

https://kodaira-it.jp/hazimete 
 
 
 
 

JICA 地球ひろば 

企業が取り組む 
SDGs、サステナビリティ 

「株式会社アシックス」の取り組みを紹介するオ
ンラインセミナー。サステナビリティとは何か、
アシックスがスポーツメーカーとしてサステナビ
リティや SDGs の推進に取り組む理由、具体的な
取り組みや成果、アシックスが目指す世界など、 
創業理念から現在の社会環境、地球環境に触れ、
アシックスの活動や目標をお話しいただきます。 

【日時】10 月 22 日（木）19:00～20:30 
【場所】Zoom によるオンライン開催 

【対象】興味のある方ならどなたでも 
【申込み】締切：10 月 21 日（水） 
下記まで E メールにて、お名前、連絡先、ご所属
をお知らせください。ホームページからもお申込
みいただけます。開催日の 1 営業日前に、JICA 地
球ひろばより当日使用する Zoom の URL をご連絡
いたします。 
メール: chikyuhiroba@jica.go.jp 
【問合】JICA 地球ひろば 地球案内デスク 

       0120-767278 
関連サイト: 
https://www.jica.go.jp/hiroba/information/eve
nt/2020/201022_01.html 
e-mail: chikyuhiroba@jica.go.jp 

 
オンライン開催 

スポーツボランティア研修会 
スポーツイベントの成否にスポーツボランティア
の活動が不可欠になりつつあります。今回開催す
る『スポーツボランティア研修会』はファースト
ステップとなり、スポーツボランティアの基礎を
学びたい方やこれからスポーツボランティアを始
める方に最適です。 

【日時】10 月 22 日（木）、11 月 7 日
（土）、11 月 18 日（水）、12 月
2 日（水） 

【場所】「Zoom」を使用したオンライン開催 
【対象】中学生以上 
【主催】NPO 法人日本スポーツボランティアネッ

トワーク 
【申込み方法】下記 URL より申込み 
・10 月 22 日(木)  
https://spovol.net/training_programs/detail/?
pid=599 ※追加開催  
・11 月 7 日(土)  
https://spovol.net/training_programs/detail/?
pid=594 
 ・11 月 18 日(水) 
https://spovol.net/training_programs/detail/?
pid=600  
※追加開催  
・12 月 2 日(水)  
https://spovol.net/training_programs/detail/?
pid=593 
※申込みには、スポボラ.net 会員登録が必要 
【問合せ】特定非営利活動法人日本スポーツボラ
ンティアネットワーク 
      03-6229-5720、FAX:03-6229-5621 
メール:info@jsvn.or.jp 
URL:http://www.jsvn.or.jp/ 
URL:https://spovol.net/ 
【参加費】1,500 円 申込者に後日 Peatix の

URL をメールで送付 
【定員】18 名 
詳細は、http://www.jsvn.or.jp/ 

 
NPO 法人 言語障害者の社会参加を支援す

るパートナーの会 和音 

失語症の人と話そう 
失語症コミュニケーション支援講座 
※オンラインあり。「1 日だけ参加」も可 初心者歓

◆ シニア ◆ 

◆ ＩＴ ◆ 

◆ 他地域の活動・募集 ◆ 
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迎 言語聴覚士が、失語症の人との話し方のコツを
お教えします。 
【日時】 

基礎１：10 月 31 日（土）10:00～12:30 

基礎２：11 月  7 日（土）10:00～12:30 

実 技：11 月 21 日（土）10:00～12:30 

会 話：11 月 21 日（土）13：30～15：30 
【場所】新宿会場：モード学園コクーンタワー 
またはオンライン 

【対象】失語症の人との関わりがある方 
失語症の人とのコミュニケーションに興味
がある方 

【参加費】基礎 1 1,500 円、基礎 2、実技、会話 
各 2,000 円 

※ 申し込み後、振込先をおしらせします。 
【申込締切】10 月 25 日（日） 
【問合せ】      &fax  03-3958-1970 
詳細は、ホームページ 
https://npowaon.jimdofree.com/ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

10/15 木 小平こども劇場 わくわく絵本探検隊 

10/16 金 お持ち帰り 子ども食堂 風鈴草 

熟年いきいき会 伴侶を亡くした人が

語り合う会 

10/17 土 『小平市民財政白書』読み合わせ会

（Zoom） 

10/18 日 玉川上水 46 億年を歩く 

小平こども劇場 デイキャンプ 

こだいら自由遊びの会プレーパーク 

男女共同参画パネルディスカッショ

ン 「現役パパのリアルトーク」 

10/21 水 ハートピア すぺーすまいらいふ＆ま

いわーく事業（子ども） 

10/22 木 JICA 地球ひろば 企業が取り組む

SDGs サスティナビリティ（Zoom） 

スポーツボランティア研修会 

10/24 土 憲法カフェ＠なかまちテラス 

元気村ウィーク２０２０（オンライ

ン） ～１０／３１（土） 

こだいら人財の森 山崎亮さん講演会

(Zoom） 

10/25 日 あすぴあ交流サロン（Zoom） 

10/29 木 サロンミニコンサート津田公民館 

10/31 土 玉川上水 46 億年を歩く 

マリンバを楽しむ会 にこにこコンサ

ート 

小平こども劇場 舞台鑑賞「ののはな

げきじょう」 

多胎児サークル こだついん 多胎プ

レパパママのためのファミリー講座

（Zoom） 

失語症コミュニケーション支援講座 

元気村ウィーク 2020 参加団体との

交流会（Zoom） 

11/1 日 サロンミニコンサート鈴木公民館 

こだいら人財の森 活動体験開始 ～

1/31 

11/3 火 「連」投稿締切 

11/4 水 ハートピア すぺーすまいらいふ＆ま

いわーく事業（若者リーダーシップ

学習会） 

11/5 木 熟年いきいき会 みんなで話そう 

「おしゃべりサロン」 

11/7 土 スポーツボランティア研修会 

失語症コミュニケーション支援講座 

11/8 日 小平こども劇場 ボディーペインティ

ング～秋を感じて～ 

11/10 火 「連」１９９号発行 

11/14 土 玉川上水 46 億年を歩く 

知的障がい者ガイドヘルパー養成講

座 

11/15 日 知的障がい者ガイドヘルパー養成講

座 

11/18 水 スポーツボランティア研修会 

11/20 金 お持ち帰り 子ども食堂 風鈴草 

11/21 土 知的障がい者ガイドヘルパー養成講

座 

失語症コミュニケーション支援講座 

11/23 月 マリンバを楽しむ会 響けマリンバ

charity こんさあと 

11/28 土 玉川上水 46 億年を歩く 

12/2 水 スポーツボランティア研修会 

12/12 土 玉川上水 46 億年を歩く 

 

カレンダー 各イベントの詳細は、本文をご覧ください。 

 

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） 

メール  info@kodaira-shimnet.jp  

URL   https://kodaira-shimnet.jp/ 
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特 集 オンラインで広がる市民活動  
―オンライン活用団体の講演会と座談会を開きましたー 

 
 

シムネットでは、9 月 5 日(土)午後にテレビ会

議システム(Zoom)を利用した「オンライン活用

団体座談会」を開催しました。 

まず、SNS や Zoom などを使用してオンライ

ン活動を積極的に推進している、府中市市民活動

センター「プラッツ」吉田恭子館長に、「今が潮

目～市民活動を衰退させないために～」、続いて

同センターの林丈雄事業運営担当総括に「多彩な

ICT ツールの使用例と効果」というテーマでお話

を伺いました。 

当日の団体参加者は19名（うち海外から1名，

障がいのある方 1 名）で、シムネットのスタッフ

は１１名、講師２名を入れて総勢３２名で座談会

を実施しました。 

吉田、林氏

の講演後、参

加者を4つの

グループに

分け、各グル

ープ内で講

師宛て質問

のとりまと

めや、各グループ内で今後やってみたいこと、オ

ンラインの課題などを話合いました。進行役とし

て各グループにスタッフが入り、ファシリテータ

ーと記録を担いました。 

 座談会では、画面共有やチャット、アンケート

機能なども利用して分かり易い進行を心がけま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉田館長のお話のポイント 
 

 コロナ禍で各種イベントが萎縮している今がオンライン普及の潮目です。 

 プラッツでは、オンライン利用についていろんなアイデアを出すお母さん世代スタッフと、

それを形にしていく息子世代スタッフが上手くかみ合った。皆が経験値を積んだ。 

 しかしオンラインをやりたくない、できないという人はまだまだ多い。 

 プラッツの決意は、「誰一人オンラインに取り残されない市民活動の実現」です。 

 オンラインの出前講座を市内の集会施設で多数実施し、その場でグループ通信の設定をし

て参加者がすぐに利用できるようにした。大変好評だった。 

 府中の市民協働まつりもオンラインで計画した。11 月に実施する予定 

 

林さんのお話のポイント   
 

 プラッツの ICT ツールの利用例は、SNS はフェイスブック、ツイッター、ラインなど、会

議は Zoom 利用、クラウドサービスはサイボウズ、キントーン、トヨクモなど、オンライ

ンの決済ツールも利用している。 

 無料有料のたくさんのツールが出ているので、上手く使うと便利です。 

 府中協働まつりでは、①団体クイズ⇒正解を知るため当該団体のページを見る ②ユーチュ

ーブで団体紹介 ③料理などのワークショップ ④オンラインで生のワークショップと教

育、福祉などの相談会 などを予定している。 

 

 

 

 

プラッツ 吉田恭子館長 林丈雄 事業運営担当総括 
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参加者の感想やご意見など 
 

 具体的な操作方法についての企画や、オンライン会議をスムーズに運営するためのノウハウ共

有会（ファシリテーターのやり方、全体構成の仕方、役割分担等）を希望します。 

 オンライン利用の講座等を、ブラッシュアップして続けていただきたい。 

 オンライン会議におけるカメラワークのこと（タブレット等を利用したデジタル板書など）や、

オンライン会議における YouTube 等の動画の活用も知りたい。 

 市内の小中学校では、今後タブレット端末が生徒に配布され、先生も従来の授業、復習から、

オンライン授業では予習、授業となります。公民館のオンライン講座のあり方も含め、発想の

転換事例を学びたいです。 

 事前準備・進行管理を丁寧に行えば、オンラインでも参加している側の充実感が得られました。 

 発言の前に自分の名前を言うなど、障がいのある方が参加した場合の配慮を考えてほしい。 

（文責 由井） 

  

 

 

 

 

 

 

小平市民活動支援センターあすぴあでは、10 月 24 日（土）から 31 日（土）

の「元気村まつりウイーク 2020」の中で、オンラインでのイベントを行いま

す。 

※ 先着順につき、締め切ったものもあります。詳しくは、下記でご確

認ください 

あすぴあＨＰ：https://kodaira-shiminkatsudo-ctr.jp/ 

問合せ   ：info@kodaira-shiminkatsudo-ctr.jp 

 

 10 月 24 日（土）10 時～12 時 こだいら人財の森事業  

山崎亮氏講演会「毎日がもっと楽しくなる、地域活動のすすめ」 

〜仲間ができる、居場所がふえる、人生が豊かになる〜   （Zoom） 

 10 月 25 日（日）10 時～12 時 

市民活動交流サロン「コロナ禍、工夫しながら頑張って活動しています」

（Zoom） 

 10 月 31 日（土）14 時～16 時 

元気村まつり 2020 参加団体との交流会（Zoom） 
   

※あすぴあは、ＮＰＯ法人小平市民活動ネットワークが 管理運営しています。 

 

あすぴあのオンラインイベント・講座 

小平市民活動支援センター あすぴあ主催 

「元気村まつりウィーク 2020」 

オンライン 気持ちはいつもの元気村まつり」 
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2020 年度こだいら人財の森連続講座 

「体験！ 充実の市民活動」 
◆ステップ１「市民活動応援講演会」＊Zoom で実施 

「毎日がもっと楽しくなる、地域活動のすすめ」 

～仲間ができる、居場所がふえる、人生が豊かになる～ 
全国各地で人と人が繋がる仕組みを作ってきた
Studio-L 代表、コミュニティデザイナーの山崎亮さん
が、地域のつながりつくりや活動を楽しむ秘訣などを語
ります。 

【日時】10 月 24 日（土）10：00～12：00 
（Zoom参加受付 9：30～） 

【定員】80名（10/1～申込先着順）、Zoom環境必須 

定員になり次第〆切  【参加費】無料 
終了後 12：00～12：30 に受講希望者向けのガイダンスもあります。 

＊連続講座全体スケジュール等詳しくはチラシまたは HP をご

覧下さい。また、体験受入れをお考えの団体はお問合せ下さい。 

元気村まつりウィーク 2020 10月 24日（土）～31日（土）  

6４団体参加  〈オンライン 気持ちはいつもの元気村まつり〉 
■あすぴあ HP「元気村まつり特設ページ」はまもなくオープンします！  

団体ごとにページを設け、活動を映像で紹介します。期間中は 24時間見放題！ 

■最終日 10/31（土）14：00～16：00には参加団体との交流会を Zoomで実施します。 

■あすぴあ利用にあたってのルール■ 
引き続き利用制限を設けながら開館しています。 

予約時および当日にチェックシートを提出して下さい 

★Web会議アプリを使った交流サロン★ 
Zoom 環境必須 参加費無料 定員 15 名 

【日時】10 月 25日（土）10：00～12：00
「コロナ禍、工夫しながら頑張って活動して
います！」 
元気村まつり特設サイトの団体紹介映像を見な
がら交流します。 
【申込方法】問合せ先へ「氏名、メールアドレス、
当日連絡の取れる電話番号」をご連絡ください。
定員になり次第締め切ります。 

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。 

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↓ 
【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:https://kodaira-shiminkatsudo-ctr.jp 

≪助成金情報≫ 
◆公益財団法人キリン福祉財団 
令和３年度「キリン・地域のちから応援事業」および「キリン・
福祉のちから開拓事業」（公募助成） 
【対象】地域やコミュニティを元気にするさまざまなボランテ
ィア活動や、長期的な視点で全国や広域の社会的な課題の解決
に取り組む活動 【助成金】①キリン・地域のちから応援事業：
１件（一団体）あたり上限額 30万円（総額 4,700万円）。②キ
リン・福祉のちから開拓事業：１件（一団体）あたり上限額は
100万円（総額 500万円）【申込み締切】10月 31日（土）消
印有効  
詳しくは HP参照、www.kirinholdings.co.jp/foundation/ 
【問合せ】公益財団法人キリン福祉財団  事務局(北村・太
田)      :03-6837-7013 Fax:03-5343-1093  
メール:fukushizaidan@kirin.co.jp 
◆生活協同組合コープみらい コロナに負けるな！コープみら
い・市民活動助成 
【対象】「社会的弱者」を支援している事業・活動で、これまで
コープみらい財団の表彰・助成を受けていない団体 【助成金】
１団体につき上限 10万円【申込み締切】11月 27日（金）消
印有効。詳細は下記参照、
https://www.coopmirai-zaidan.or.jp/josei/citizen_activity
/ 

≪中央公民館～ギャラリー（予定）≫ 
 
10月 1日（木）～7日（水）  

環境ポスターコンクール優秀作品展 
10月 9日（金）～11日（日） 

玉川上水ギャラリー写真展 
10月 20日（火）～25日（日） 

小平写楽 
10月 27日（火）～11月 1日（日） 

第 36回小平市公民館合同写真 
 

☆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。）  
☆開催内容につきましては、変更がある場
合がありますのでご了承ください。  

発行責任者 
ＮＰＯ法人小平市民活動ネットワーク 

伊藤規子 

 


