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「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。 

2021 年 9 月号の発行予定は 9 月 10 日
（金）掲載情報の〆切は 9 月 3 日（金） 

 

こだいら NPO 体験セミナー成果発表会 ---------------------------------------------- 1 
特集：小林洋子市長インタビュー ～市民活動への思いと政策～ -------------------------- 2 
特集：スペチャの体験報告 －新しいオンラインコミュニケーション－ -------------------- 3 
イベント情報：文化、子ども・子育て ----------------------------------------------- 4 
福祉・シニア・ＩＴ -------------------------------------------------------------- 5 
あすぴあだより・中央公民館ギャラリー情報 ------------------------------------------ 6 
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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/ 

 

NPO法人小平市民活動ネットワーク（シムネット） 2021年 8月 11日発行 

 

役役に立つ特集＆イベント情報を掲載！に立

つ特集＆イベント情報を掲載！  

–大学生と市民活動の出会いの場- 

こだいら NPO体験セミナー2021 

成果発表会 
こだいら NPO 体験セミナーは、毎年、小平市内と近隣で活動する NPO 団体が、在学・

在住の大学生を受け入れ、夏休み期間中に実習体験を行い、秋にその成果を発表してきまし

た。新型コロナ感染拡大の厳しい環境下、学生たちは 6 月の「出会いの場」で選択した市

民活動団体と対面もしくはオンラインで参画した体験を通じて学習したことなどを発表し

ていただきます。 

 

9 月 19 日（日）午後 1 時～3 時 35 分 

（オンライン開催） 

【主催】こだいら NPO セミナー第 17 期推進委員会 

嘉悦大学・白梅学園大学・武蔵野美術大学・小平市社会福祉協議会・ 

NPO 法人小平市民活動ネットワーク・小平市大学連携協議会 

【申込・問合せ】「連」9 月号でお知らせします。 
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_特 集_ 小林洋子市長インタビュー  ～市民活動への思いと政策～ 

 

本年 4 月の小平市長選挙で「市民とつくる８７の政策」を掲げて立候補された小林洋

子氏が当選されました。4 月 11 日に初の女性市長として就任され、コロナワクチン接種

の陣頭指揮や定例議会など大変お忙しいなか、インタビューの時間を取っていただき、市

民活動に対するお考えや政策についてお聞きしました。          

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

 

＊小平の市民活動の現在の状況について、どのよ

うな感想をお持ちですか。 
 
大変多くの団体が幅広い分野で熱心に活動され

ていると市議会議員の時から感じています。何か

をしたいという人と必要としている団体とを結び

つける「こだいら人財の森」についても承知して

います。 

 

＊小平市民活動支援センターあすぴあの役割につ

いて、また、現在行っている事業について、どの

ように思っていらっしゃるでしょうか。 
 
 定年が近い方や市民活動に興味のある方から何

かの活動に参加したいと相談を受けることがあり、

「あすぴあ」や「人財の森」を紹介しています。

市民活動への思いや興味があっても実際の活動に

は結びつかない人もいるので、必要な人へ情報を

届ける役割があると思います。 

 

＊ＮＰＯ法人小平市民活動ネットワークについて

はご存知でいらっしゃいますか。また、どのよう

にお思いでしょうか。 
 
 元気村などでの活動を通して培ってきた経験を

活かして、シムネットが指定管理者となって「あ

すぴあ」を運営していることを承知しています。

市民協働については提言もいただいており、小平

市ならではの活動だと思います。 

 

＊「８７の政策」で、「公開、参加、協働、自治～

自治基本条例に基づき真に市民と行政が協働する

小平市へ」と述べていらっしゃいます。市長の市

民協働についてのお考えは？ 
 
「８７の政策」は市役所からの一方的な施策で

はなく、市民と一緒にやっていくためのアドバイ

スや市民のニーズに寄り添っていく場を設けるよ

うな内容を多く掲げています。変化するニーズに

対して重要な分野のアクセルを踏んでいくことが

市の役割だと思います。 

 

 

＊「82 市民活動を積極的に支援します。」とさ

れていますが、すこし具体的にお考えを伺えます

か。 
 
 市民活動への支援については、すぐに予算を付

けますと言えればよいのですが、予算には制約が

あります。まず、前市長が長年やってこられたこ

とを着実に進めていきます。 

 

＊市民活動って、どのようなものとお考えですか。 
 
 約 10 年前に市議会議員になったのですが、市

議になる前は何かを主張する市民運動のようなイ

メージがありました。そのため「手を出しにくい」

というように感じていましたが、子育てや市議と

しての活動を通して、身近な課題を解決したり、

ボランティアのような活動だったりと特別な団体

ではないと分かってきました。自分の中で、次第

に市民活動のイメージが変わってきたと思います。 

 

＊ご自身のご経験はいかがでしょうか。 
 
 私は 4 人の子どもを育ててきました。子ども関

係の活動をしている団体を見つけて参加したり、

子どものサッカーや PTA 活動に関連する活動に

かかわったりしてきました。 

 

＊ご経験の中で、どんな支援があったらよいなと

お考えでしたか。 
 
 その時々で自分が求めているものを見つけるた

めの支援があったら良いなと思いました。ニーズ

は変化していきます。入口が多いといいですね。

支援にも引き出しが多いと良いと思います。 

                （文責：橋本） 
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_特 集_   スペチャの体験報告 －新しいオンラインコミュニケーション－ 

スペチャ（SpatialChat：スペイシャルチャット）はバーチャルなスペースで参加者が自由に移動して、

近くにいる人達だけで会話を楽しむことができます。無料で体験できるので、シムネットのオンラインサポ

ート研究会で実際に試してみましたので報告します。 
 

■主催と参加の手順 

主催者はスペースを作成するため、公式サイト https://spatial.chat/ 

で右図の「Try for free」をクリックしてメールアドレスなどを登録すると

メールでスペースの URL が届くので、その URL を参加者へ連絡します。 

参加者はURLをクリックして、下図の画面で名前を入力して「Continue」

→「Join Space」をクリックすると参加できます。 

スペチャはブラウザ上で動作するのでアプリのインストールは必要ありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■使い方 

右図のようなバーチャルスペースの画面で参加者

は丸いアイコンが表示され、自分のアイコンをドラ

ッグして自由に移動できます。会話をする時は自分

が相手に近づいて話をします。そうすると相手のア

イコンが大きくなり声が大きく聞こえます。離れて

いる人のアイコンは小さく、声も小さくなります。 

メガホンは全員へ話すことができます。マウスの

スクロールボタンを回すと画面が拡大縮小します。

画像などを共有することもでき、スペースの背景も

変更できます。 
 

■感想 

実際に体験してみて、次の感想がありました。 

・やってみて楽しかったです。Zoom は 1 人が話してみんなで聴く形ですが、スペチャは話したい時に話せ

るというのがとても楽しいなと思いました。 

・Zoom は参加者が動かないが、スペチャは自分の意志で動けるという自主性が加わるので、それをうまく

活用すると市民活動の懇談会やパーティのように自分で好きな話ができるのが良い。 

・大学生の NPO 体験セミナーでも学生が好きな団体のブースに自由に参加して話を聞くことができる。 

・グループの話し合いが個別にできることは確かに意味があるのかなと思います。 

・話したいことが明確になっていて、きっちり話をしたい時は Zoom の方がやりやすいかもしれない。 

・お酒を飲みながら仲の良い友達が集まって話をするというのが最適かなと思いました。 

・スペチャから戻ると別世界から帰ってきたような気がします。 

・元気村まつりでもこのような面白いことができたらいいですね。 
 

■まとめ 

スペチャは距離の概念が導入されて、近くにいる人だけで会話ができるので懇談会などをオンラインで

行うのに適しています。また、バーチャル展示会として参加者がブース間を移動しながら説明を聞くことも

できます。参加手順も簡単で操作も分かりやすく、無料でも最大 50 人で 3 時間 20 分まで十分使用できる

ので、今後スペチャの活用方法を検討したいと思います。 

※スペチャの仕様は変更される場合があります。2021 年 7 月 

（文責：佐藤） 

名前 

画像追加 画面共有 コメント カメラ  マイク メガホン 

退室 

ドラッグで移動 自分 

Try for free

名前 

https://spatial.chat/
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✎ イベント情報・募集情報欄 ✐ 
お知らせ ：8 月 31 日（火）まで、緊急事態宣言が延長されました。市内公共施設の利用が一部制限されていま

す。制限内容は、施設によって異なりますので、市内公共施設等の開館状況については下記 URL などでご確認

ください。 https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/079/079890.html 

イベントの開催は、開館状況等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。 

 
 
 

 
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) 

≪８月≫ ※印は入場無料 
18 日（水）11:00～  鈴木町地域センター ※ 

25 日（水）11:00 ～ 中島町地域センター ※ 

26 日（木）14:30～  津田公民館 入場 500 円 

27 日（金）11:20～  小川２丁目児童館 ※ 

※ マスクをされていらしてください。 

※ 緊急事態宣言で中止の可能性があります。 

【問合せ】バイオリンの音を楽しむ会 

☎＆fax  042-341-3457（黒澤） 

 
 

マリンバ演奏を楽しむ会の集い 
 

東京 2020 競技大会 

8 月 24 日（火）～9 月 5 日（日） 

パラリンピック 
“がんばれ日本!! 応援しましょう!!” 
音楽で生き活き 7／22（木）オリンピックがんばれ

コンサート!! に続き、私たちは、パラリンピックを

「がんばれ!! がんばれ!!」と マーチ、ギャロップ 

世界の民謡 etc. マリンバとピアノ演奏と、皆さんの

手拍子のリズム（タンバリン、クラベス、カスタネッ

ト etc.）で…!! 

【日時】8 月 30 日（月・大安）14:00～16:00 

【場所】なかまちテラス地下ホール 

【演奏】マリンバ演奏：今井忠子 

  ピアノ演奏 ：平澤恒子 

【会費】300 円  【定員】25 名 

【申込】☎＆fax 042-341-1805（今井） 

※必ずマスクをなさってご来場ください。 

 

スポーツ＆カルチャー 
フェスティバル in こだいら 

Diversity & Inclusion For Children 
 

後期：8 月 26 日（木）～9 月 5 日（日） 

※ 全て参加無料 
 

◆大ホール パフォーマンスプログラム（当日受付） 

≪つながろう！ 小平から世界へ≫ 

【日時】８月 29 日（日） 

入替制 午前の部 10:00～12:00 

午後の部 14:00～16:00 

※当日受付のため、満席の場合は、お断りする

ことがあります。 

◆体験イベント（要事前申込） 

 ボッチャ体験会 ９/３（金）13：00 

              

申込➡ 

 

 

 昔遊び  ８/28（土）13：30 

 糸あやつり人形一糸座ワークショップ  

９/４（土）10：30 

◆展示 いろいろな展示を楽しもう 

【期間】8/26(木)～9/5(日)10:00～17:00 

※自由にお越しください 

◆関連イベント 

あすぴあ主催 オンライン会議「共に生きる社会」

9 月 5 日（日）13:00 
 
コロナ対策のため、三密回避、消毒、入場制限など

にご協力ください。 

【主催】スポーツ&カルチャーフェスティバル in 小

平実行委員会 

【共催】小平市 

【協力】こだいら観光まちづくり協会 

詳しくは、下記へ 

https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/090

/090774.html 

 

 
 

 

小平こども劇場 
 

◆「おやこであそぼう」第１回（あいさんのわらべう
た 1） 
0、1、2、3 歳の親子に向けたワークショップ。おう
ちじかんもたのしくなるおやこあそびです（年４回企
画）。 

【日時】9 月 2 日(木)  

①10:00～10:45 ②11:00～11:45 

◆ 子ども・子育て ◆ 

 

 ◆ 文 化 ◆ 

 

https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/079/079890.html
https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/090/090774.html
https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/090/090774.html
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【場所】中央公民館 和室けやき 
【対象、定員】時間①は 0～18 ヶ月の親子、時間②

は 18 ヶ月～3 歳の未就園児の親子、各８組 
【参加費】親子で 500 円 
【申込方法】8/5～8/18 の間にメールか電話で申

込。申込多数の場合は抽選。 
 
◆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】9 月 12 日(日)10:00～11:00 
【場所】福祉会館 1 階和室ホール 
【対象、定員】0～3 歳の未就園児と保護者、８組 
【参加費】ひとり 500 円 

（0 歳より有料、保険料込み） 
【申込方法】メールか電話で事前申込、先着順。 
＊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/ 

 

こだいら自由遊びの会 

夏の連続プレーパーク 
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。 

【日時】8 月 18（水）〜22 日（日）10:00～

16:00 の五日間が開催予定です。 
【場所】中央公園隣接樹林（出入り自由） 

【参加】無料、カンパ 1 人 100 円(保険代を含む)  
【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。 
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。 
※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ご覧ください。 

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

☎ 070-6616-9959 （福本） 
 

 

 

 

ハートピア 
すぺーすまいらいふ＆まいわーく事業 

―次代を担う子ども・若者リーダーシップ学習会― 

コロナ急拡大の状況からお休みします。 
 

【主催・問合せ】NPO小平ハートピア  

☎・fax. 042-401-8833 （永瀬） 

Ｅメール heartpia@wish.ocn.ne.jp 

 

 

 

 
熟年いきいき会 

 
  「伴侶を亡くした人が語り合う会」 
【日時】8 月 19 日（木）13:30～16:00 
【場所】福祉会館第二集会室（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。 
   
     みんなで話そう 
    「おしゃべりサロン」 
【日時】9 月 2 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） 
  
        第１５回 
      「絵手紙教室」 
【日時】9 月 13 日（月）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） 
   絵具、筆、筆を洗う入れ物を持参して下さい。   
    当日描く品物などをお持ちください 
  
        第７６回 
     「市民うたごえ祭り」 
【日時】9 月 22 日（水）13:30～15:30 
【場所】中央公民館ホール（2 階） 
【参加費】200 円 
 
上記共通事項 
【主催】熟年いきいき会 
【問合せ】☎042-341-8604（太田） 
コロナ禍での開催になります。マスクの着用をお願い
します。当日体調の悪い方の参加はご遠慮ください。 

 
 
 
 

はじめてのパソコンサークル 
 

・会場ではコロナ感染拡大防止のためマスク着用、手
指消毒、換気などをお願いします。 

・会場にはパソコンがありませんのでパソコン、マウ
ス、電源アダプターをお持ちください。 

・先着 10 名です。参加費は会場で参加される場合 1
回 200 円です。自宅から Zoom で参加される場合は
無料です。 

・参加ご希望の方は、  
 https://kodaira-it.jp/hazimete/mail.cgi 
から、お名前、メールアドレス、参加日、場所をご連
絡ください。  

【日時】 

≪8 月≫ 
17 日(火)9:30～11:30 あすぴあ会議室 

24 日(火)13:30～15:30 自宅 

≪９月≫ 
7 日(火) 9:30～11:30 あすぴあ会議室 

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

◆ 福 祉 ◆ 

◆ ＩＴ ◆ 

◆ シニア ◆ 

mailto:info@kodaira-kogeki.org
https://kodaira-kogeki.org/
http://kodairaplaypark.com/
mailto:heartpia@wish.ocn.ne.jp
https://kodaira-it.jp/hazimete/mail.cgi
https://kodaira-it.jp/hazimete
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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、8 月３１日（火）まで夜間（17：00～21：00）の休

館を延長します。皆様には大変ご不便をおかけしますが、ご協力よろしくお願いいたします。 

なお、今後の感染拡大状況によっては変更になることもありますので、あらかじめご了承ください。 

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。 

市民活動における「共に生きる社会」について考える 
～障がいのある人もない人も尊重し支え合う社会の実現～ 

【日時】9 月 5 日（日）13：30～1５：３0 

【ゲストスピーカー】①スポーツ＆カルチャーフェスティバル in

小平実行委員会 棚橋早苗さん ②小平市社会福祉協議会こだ

いらボランティアセンター 石井岳史さん ③NPO 法人ふるー

べりー愛犬ふぁみりー協会 佐々木邦夫さん  

【場所＆定員】①ルネこだいらレセプションホールで参加 10 名 

②Zoom で参加 10 名（要申込、先着順、定員になり次第〆切） 

＊ルネこだいらには一般来場者用の駐車場はありません。 

【申込】8 月 20 日～9 月 3 日の間に、電話かメールで「交流サ

ロン名、氏名、参加の方法①か②、電話番号、メールアドレス」

をご記入の上、あすぴあへメールでお申込みください。＊②Zoom

で参加をお申込みの方には数日前に招待状をお送りします。 

元気村まつりウィーク 2021 
１０月２３日（土）～３０日（土） 
今年もオンラインで開催します！ 

実行委員会で楽しい企画を検討中、乞うご期待！ 
★参加団体募集★ 詳細は募集要項および HP を
ご覧ください。50 団体募集 
申込期間：8 月 20 日（金）～31 日（火） 

 

Zoom アプリのインストールを 

お手伝いします！ 

注：講座ではありません。無料！ 

【日時】8 月 14 日（土）10:00～12：00 

8 月 25 日（水）14:00～16：00 

【場所】あすぴあ交流スペース、会議室 

【対象】どなたでも。機種は Windows 搭

載のノート PC（当日持参して下さい） 

【定員】各回 10 名（要申し込み、先着順） 

【申込方法】それぞれの 2 日前までにメ

ールか電話で「氏名、希望日時、電話番

号」を記載の上、あすぴあへお申込み下

さい。 

【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 

中央公民館ギャラリーの催し物（予定） 

 
８月１７日（火）～８月２２日（日） 

原爆写真パネル展示 
８月２４日（火）～８月２９日（日）西町水彩会 
９月１１日（土）         友・遊まつり 
９月１４日（火）～９月１９日（日）ろくろの会 
９月２０日（月）～９月２５日（土） 

こだいら平和美術展運営委員会 
９月２８日（火）～１０月３日（日）青彩会 

 
☆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。 

 

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/ 
 

ＮＰＯ法人小平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   https://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://kodaira-shimnet.jp/
mailto:info@kodaira-shimnet.jp
https://kodaira-shimnet.jp/

