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こだいら 人財の森 
 

人生 100年時代を心豊かに充実して生きるために、 

地域で新しい出会いを求めて、市民活動に参加してみると 

あなたの経験や知識が、人々のために大いに役立ちます。 

そして、共に学び、共に生きる喜びが感じられます。 
 

あすぴあの「こだいら人財の森」は、地域の人々と市民活動団体が出会う場を提供して
います。そして、多くの市民の力を住み良いまちづくりに生かしていきます。 
 

＜2020 年度事業＞ 

地域の人々が市民活動へ参加できるようにするために、 

コロナ禍の中、オンライン会議システム Zoom を活用して 

下記の講演会→活動体験→体験発表会の 3 ステップで事業 

を展開しました。 
 

■ステップ１：2020 年 10 月 24 日（Zoom 開催） 

講演会：山崎亮氏（Studio-L 代表） 

「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～ 
 

■ステップ２：2020 年 11 月 1 日～2021 年 1 月 31 日 

市民活動体験～実際に体験しよう～ 

団体の活動に参加し、仲間と共に活動を体験しました。 
 

■ステップ３：2021 年 2 月 20 日（Zoom 開催） 

体験発表会～想いを共有しよう～ 

講師：広石拓司氏（株式会社エンパブリック代表）  

「地域の力を共に高めていこう」 
 

上記の事業に多くの市民の皆さんが参加して、市民活動の意義と魅力を広く伝え、実際に体験して頂くこと

ができました。また、年間を通して、個人と市民活動団体をつなぐマッチング事業を推進しています。 

詳細は、あすぴあホームページをご覧ください→ https://kodaira-shiminkatsudo-ctr.jp/jinzaino-mori 

※人財の森：人が持っている経験や知識は大切な財産です。 

「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。 
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役に立つ特集＆イベント情報を掲載！  

山崎亮氏 

広石拓司氏 
リーフレット 
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_特 集_ オンラインイベントを主催することになったときは～YouTubeライブ配信 

コロナ禍によりイベントのオンライン開催が普及していますが、イベントで実施する内容をオンライン

で広く配信する方法について記載します。 
 

■オンラインイベントの同期型と非同期型 

オンラインイベントを配信する方法として、次のような同期型と非同期型があります。 

同期型 ：Zoom によるイベント開催、YouTube のライブ配信など 

非同期型：イベントを録画してホームページや YouTube などで公開 

同期型はイベントをリアルタイムで配信する方法であり、Zoom などにより双方向のコミュニケーションが

できるのでイベントの参加者は臨場感や一体感が得られます。しかし、参加者がイベントの時間に合わせて

ネットに接続しなければならないので、その時間を拘束することになります。また、リアルタイムでは映像

や音声などの技術的なトラブルが発生しがちです。それに対して、非同期型は予め収録した動画をイベント

で公開する方法であり、閲覧者はそれをいつでも繰り返し見ることができます。また、主催者は動画に画像

や文字を入れて見やすく編集することができ、技術的な問題も事前に対処できます。 

ライブの良さを生かしながらイベントの内容を広く伝えるには同期型と非同期型をうまく組み合わせる

と効果的です。例えば、先ず非同期型の動画を好きな時に繰り返し見てもらい、その後、同期型のライブで

コミュニケーションを取りながら実施すると良いです。また、イベントのライブを収録すれば、参加できな

かった人にも後でその動画を見てもらうことができます。以下にライブ配信の具体的な方法を記載します。 
 

■YouTubeのライブ配信 

ライブ配信のカメラはパソコン内蔵のカメラでも可能です

が、図１のようにビデオカメラをパソコンに接続するとカメラ

の向きを変えたりズーム機能の操作ができるので便利です。 

YouTube https://www.youtube.com/は無料ですが、動画を

公開するには Google アカウントが必要です。アカウントでログ

インして図 2 の「カメラアイコン」→「ライブ配信を開始」→

「ウェブカメラ」を選択して画面の指示に従います。但し、最初

はアカウントの本人確認が必要で 24 時間程度かかります。 

ライブ配信の URL は事前に広報できます。YouTube の閲覧

者はチャットを使ってイベントに参加できます。ライブ配信し

た動画は自動的に保存され、後からいつでも動画を見ることが

できます。 
 

■Zoomの YouTube配信 

Zoom で行うイベントを YouTube でライブ配信ができます。

YouTube で多くの人に見てもらうために有効な方法です。

Zoom は有料版が必要であり、アカウント管理画面の「設定」で

ライブ配信を許可します。YouTube は図 2 の「エンコーダ配信」

からストリームキーとストリーム URL を取得して、「共有」から

動画リンク URL を取得します。 

イベント当日は図 3 の Zoom 画面で「詳細」→「カスタムラ

イブストリーム配信サービスにてライブ中」を選択して、上記で

取得した YouTube 配信情報を入力します。YouTube でライブ

配信を開始すると Zoom の画面を配信できます。これにより、

Zoomの参加者以外にもYouTubeでイベントの内容を広く伝え

ることができます。 

 

■まとめ 

オンラインのイベントを主催する際に Zoom と YouTube の

ライブ配信について紹介しました。いろいろなイベントで応用

できる機能ですので活用してみてください。 

  （文責：佐藤） 

ストリームURL 

カメラアイコン 

ウェブカメラ 

ライブ配信を開始 

エンコーダ配信 

詳細 

ビデオ 

キャプチャー 

図 1．カメラの接続 

ビデオカメラ 

ストリームキー 

図 3．Zoom画面 

動画リンクURL 

ストリームURL 

共有 

図 2．YouTube 画面 

ストリームキー 

https://www.youtube.com/
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✎ イベン ト情報 ・募集 情 報 ✐ 
 

緊急事態宣言の延長に伴い、市内の公共施設の利用制限も延長されます。期間は、「緊急事態宣言が

解除されるまで」となります。イベントは、事情により変更の可能性があります。主催団体にご確認下さい。 

市内公共施設などの開館情報 https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/079/079890.html 

 
 
 

 
サロンミニコンサート 

《1725年製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】3月 31日（水）14:30～ 

【場所】津田公民館 

【費用】500円 

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 

 

第 10 回 忘れない３．１１展 
東日本大震災から 10年。あの日を忘れないだけ

ではいけない。この状況で災害が起きたら、自分

に何ができるのかを考える、そのきっかけをつく

りたい。 

【日時】３月 10日（水）～14日（日）
10:00～17:00 

※最終日は 13:00まで 

【場所】中央公民館 ギャラリー・ホール・視聴

覚室 

★展示：20に及ぶ市民団体や消防・警察などの

被災地や防災に関する情報の展示・資料配

布・映像資料上映や震災パネルの展示 

（ギャラリー） 

★企画 

10日（水）～14日（日）   
菊池和子写真展 プロムナード 

「私はあいちゃんのランドセル」福島原発事

故の記録 

13日（土）10:00～、14:00～ 

映画「星に語りて」（視聴覚室） 

資料代 300円（高校生以下不要） 

13日（土） 

10:30～12:30 

ＡＥＤ・初期消火体験 （中庭） 

13:30～１6:30  

「私はあいちゃんのランドセル」 

うたと朗読、写真家菊池和子さんのスライ

ドトーク（ホール） 

資料代 500円（高校生以下不要） 

14日（日）10:00～、14:00～ 

映画「星に語りて」上映（ホール） 

資料代 300円（高校生以下不要） 

今後の状況により、予定が変更になる場合がありま

す。参加の際は予めご確認ください。 

忘れない 3.11展の映像資料を用意しています。必

要であればご連絡ください。 

【問合せ】忘れない 3.11展 実行委員会 （奥野） 

☏ 090-2402-5704 

ｅメール：okn61.hrk36@docomo.ne.jp 

【後援予定】小平市・小平市教育委員会・小平市社

会福祉協議会 

 

市長選挙立候補予定者公開演説会 

市議会議員補欠選挙立候補予定者公

開演説会の配信 
 

4月 4日（日）は、市長選挙・市議会議員補欠選

挙があります。 

これに先だち、立候補予定者による公開演説会の

様子を配信します。 

緊急事態宣言が 2/8より延長されたことを受け

て、無観客開催としました。 

配信は 3月 21日ごろ～4月 4日までといたしま

す。 

詳細は当会 HPにてご確認く

ださい。 

 

 

 

主催：政治・知りたい、確かめ隊 

問合せ：seijishiritai@gmail.com 090-8043-

2148 （森野) 

 

鷹の台ひとえん会主催・公開討論会 

【日時】3月 24日（水）19:00～21:00 

（開場 18時 45分） 

【場所】小川公民館 2階ホール 

4月 4日の市長選候補者による、公開討論会を開

催します。 

候補者：小林洋子氏・磯山亮氏 

入場無料、どなたでもお越しください。 

詳しい内容はホームページをご覧ください。 

 ◆ 文 化 ◆ 

 

https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/079/079890.html
mailto:okn61.hrk36@docomo.ne.jp
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http://plant2.qcweb.jp/hitoenkai/ 

 

マリンバ演奏を楽しむ会 

音楽で生き活き Allegro 

の集い 
マリンバ・トランペット＆ピアノ 

にこにこ名曲こんさぁと“春” 

3月 Birthday作曲家の演奏 

ショパン・テレマン・バッハ・サラサーテ・スメ

タナ・ハイドン他 

【日時】3月 28日(日)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 

トランペット 橘 亮 

ピアノ  平沢恒子 

   高梨昌世 

【会費】500円 

【定員】25名 

※必ずマスクをなさってご来場ください。 

【申込・問合せ】☏・fax042-341-4806（今井） 

 
 

 
 

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】3月 14日（日）10:00～16:00 

（出入り自由） 

【場所】中央公園隣接樹林 
※ 寒くない、汚れてもいい服装で、検温してきて
ください。 

【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） 
 

 
 

小平こども劇場 
◆わくわく！おはなし探検隊２ 

～音とからだであそぼう～ 
子どもたちと一緒におはなしの世界をそうぞうしな
がら遊ぶ、体験型のワークショップです。 
生の音楽の中、おはなしの世界への旅を親子で一緒
に楽しみましょう！ 

【日時】3月 21日(日)9:45～11:45 

【場所】小平市福祉会館 1階和室ホール 
【対象】年少～小学 2年生の親子 
【定員】15組（要：事前申込、先着順） 
【参加費】ひとり 500円 
 
＊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 
ｅメール info@kodaira-kogeki.org 
https://kodaira-kogeki.org/ 
 

 

「プレーパーク 10 年のあゆみ」 
 
世田谷の地域づくりには、プレーパークを中心にし
たコミュニティが重要な役割を担いました。 
黎明期から関わっていらした齋藤啓子氏に当時のお
話を伺います。 
3・11の時から気仙沼で遊び場づくりをして、地域
の力を引き出してきた神林俊一氏には、 
プレーパークが子どもにもたらす恵みについて話し
ていただきます。 
また、一緒にワークショップで楽しみましょう。 

【日時】3月 28日（日）13：30～16：00 

【場所】小川公民館ホール 
【定員】35人  【費用】無料 
【講師】齋藤啓子氏（武蔵野美術大学教授） 
    神林俊一氏（プレイワーカー） 
【主催】ＮＰＯ法人こだいら自由遊びの会 

  URL http://kodairaplaypark.com/ 
【問合せ】 メール ryukorin088@softbank.ne.jp 

☏ 090-1771-7431（足立） 
 

 

 

 

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9回「第3の案の人生」～クレッシェンドの人生 

【日時】３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8回シリーズ 
第１回「第8の習慣」～「７つの習慣」から新たな

現実へ 
【日時】４月７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 

◆ 子ども・子育て ◆ 

 

◆  福 祉 ◆ 

http://plant2.qcweb.jp/hitoenkai/
http://kodairaplaypark.com/
mailto:info@kodaira-kogeki.org
https://kodaira-kogeki.org/
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【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 

 

 

 
 

熟年いきいき会 
 

みんなで話そう 
「おしゃべりサロン」 

【日時】４月１日（木）13:30～16:00 

【場所】中央公民館講座室２（２階） 
【参加費】200円（会員 100円） 
  

伴侶を亡くした人が語り合う会 
【日時】４月 15日（木）13:30～16:00 

【場所】福祉会館第３集会室（３階） 
【参加費】200円（会員 100円） 
※伴侶のある方の参加はできません 
  
熱のある方や体調が悪い方の参加は控えていただき
たいと 
思います。 
  
上記共通事項 
【主催】熟年いきいき会 
【連絡先】☏ 042－341－8604（太田） 

 
 
 
 
 

はじめてのパソコンサークル 
 

3月 9日(火) 9:30～11:30  
元気村小川東あすぴあ会議室 
（Zoomアプリインストール支援。先着 10名で
すので、参加ご希望の方は事前に「お問合せ」の
ページからお名前とメールアドレスの登録をお願
いいたします。） 

3月 16日(火) 時間：未定 場所：未定 
（Zoomアプリによるリモート支援） 

3月 23日(火) 詳細未定  

3月 30日(火) 詳細未定  
 

【主催・問合せ】小平 IT推進市民グループ 
https://kodaira-it.jp/hazimete 

 
 
 

 
 

非行少年と保護司 
～やり直しを支援できる社会へ～ 

オンライン開催・SJFアドボカシーカフェ第 68回 
「1日だけ参加」も可 土日参加可中高生歓迎 親子

歓迎 大人数（10～20人）のグループで参加できる 
【日時】4月 17日（土）13:30～16:00 
【場所】オンライン開催（Zoom） 
【対象】関心のある方はどなたでも 
【申込み締切】4月 15日（木） 
【申込みフォーム】:   
https://socialjustice.jp/20210417.html 
【先着】50名  【参加費】無料  
詳しくは、イベントホームページ 【主催】認定
NPO法人まちぽっと ソーシャル・ジャスティス基
金(SJF)http://socialjustice.jp/p/20210417/ 

 

第２５回学習集会 
講演 子どもを笑顔にする実践 

－発達・遊び・生活 

【日時】5月 30日（日）13:30～16:30 
【場所】渋谷区、 オンライン（Zoom）と会場（申
し込み先着 30名）の同時開催 
【会場】国立オリンピック記念青少年総合センター 
センター棟５階 513号室 
【対象】どなたでもご参加ください。 
【申込み締切】5月 27日（木） 
申込み方法・備考 
houkagoren_tokyo@yahoo.co.jpまで、以下の内容
を添えてご連絡ください。 
お名前 参加人数 所属 視聴する機器のメールア
ドレス すぐに連絡がとれる電話番号 
※会場参加（先着３０人）を希望される人は、その
旨をご記入ください。 
第 1部 講演「子どもを笑顔にする実践-発達・遊
び・生活」 
講師 池添 素さん(NPO法人福祉広場) 
第 2部 報告 1「放課後連・東京 結成 30年のあ
ゆみと教訓」 
報告 村岡 真治(放課後連・東京 会長) 
報告 2「2021年度報酬改定の概要と今後の運動」  
 報告  加辺 紘樹(放課後連・東京 事務局長) 
この情報に関するお問い合わせ 
なかよし教室 藤本 
☏ 0422-43-8135 
メール kyoushitsu@nponakayoshi.com 
 

◆ ＩＴ ◆ 

◆ シニア ◆ 

◆ 他市のイベント ◆ 

ＮＰＯ法改正 
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律が、
2020年（令和 2年）12月 2日（水）可決・成
立しました。公布の日から 6ヶ月以内に施行とな
ります。主な内容は、 
①  設立の迅速化：縦覧期間（１月）＋ 認証決
定までの期間（２月）縦覧期間の短縮によ
り、認証までの期間も短縮 

② 個人情報保護の強化：住所等を明記して役員
名簿等を公表・縦覧・閲覧 個人の住所等の
記載を除いて公表・縦覧・閲覧 

③ 事務負担の軽減：毎事業年度における書類の
提出が過度の負担 提出書類を削減して法人
の事務負担を軽減 

詳しくは、内閣府 HP 
https://www.npo-
homepage.go.jp/uploads/2020-kaisei-1.pdf 

mailto:heartpia@wish.ocn.ne.jp
https://kodaira-it.jp/hazimete
https://socialjustice.jp/20210417.html
http://socialjustice.jp/p/20210417/
mailto:kyoushitsu@nponakayoshi.com
https://www.npo-homepage.go.jp/uploads/2020-kaisei-1.pdf
https://www.npo-homepage.go.jp/uploads/2020-kaisei-1.pdf
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■あすぴあご利用にあたって■  
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態
宣言が解除されるまで、引き続き夜間（17時
以降）の休館期間を延長しています。日中は開館

しますが、皆様には一層の注意を払ってご利用いただ

きますようご協力をお願い致します。予約時および当

日にはチェックシートを提出してください。アクリル

板を貸し出しますのでご利用ください。 

＊今後の感染拡大状況によってはイベントが変更・中

止になることもあります。あらかじめご了承ください。 

「あすぴあ 10年のあゆみ」の動画が完成しました。
ぜひホームページでご覧ください。 

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 

あすぴあ利用者懇談会 

あすぴあを今まで以上に利用しやすくするために
ご意見を伺います。「あすぴあ 10年のあゆみ」動画
を見たり、利用者アンケートの結果も報告します。 

【日時】3月 30日（火）10：00～11：30 

【対象】市民活動を行っている方や興味のある方 

【場所＆定員】①Zoomで参加 10名  

②あすぴあ会議室で参加 5名 

【申込】①メールで②電話またはメールで「氏名、

当日連絡の取れる電話番号」をご連絡ください。

（先着順） 

【〆切】3月 25日（木）＊定員になり次第〆切 

３月６日から９日まであすぴあのホームペ

ージが見ることができなくなりました。現

在は回復しておりますが、皆様にはご迷惑

とご心配をおかけしましたことをお詫び申

し上げます。 

助成金情報 

◆2021 年度 ニッセイ財団 高齢社会助成「地域福祉チャレンジ
活動助成」 
【助成金】２年間、最大 400 万（１年最大 200 万）4 団体程度 
【申込み締切】5 月 31 日（月） 消印有効 
詳しくは、ホームページ 
 http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp 
〒541-0042 大阪市中央区今橋  3-1-7 日本生命今橋ビル 
4F ニッセイ財団 高齢社会助成 事務局 
TEL:06-6204-4013 FAX:06-6204-0120 
◆一般財団法人 BNI 財団ジャパン 2021 年助成 
【対象】小中学校・高等学校及び児童施設の青少年の教育に携
わる立場にあり、教育プログラムのための資金的援助を必要と
している方【助成金】上限 30 万円。募集期間 1 回。 
【申込み締切】4 月 30 日（金） 必着 
詳しくは、 
https://www.bnifoundation.jp/grant-guidelines/ 
【問合せ】一般財団法人 BNI 財団ジャパン事務局:牧之内 
メール foundation@bni.jp 
 
その他情報は、「東京ボランティア・市民活動センター 
https://www.tvac.or.jp/ の「情報を探す」コーナーで探せま
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 日ごろ。 

【問合せ】 

fax. 042-323-5450（藤原） 

e-mail  info@kodaira-shimnet.jp  
HP：https://kodaira-shimnet.jp/ 

 

＜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 

https://www.bnifoundation.jp/grant-guidelines/
mailto:foundation@bni.jp
https://www.tvac.or.jp/
mailto:info@kodaira-shimnet.jp
https://kodaira-shimnet.jp/

