市内＆近隣のイベントや市民活動情報を掲載！
・NPO 法人小平市民活動ネットワーク

2020 年 11 月 11 日発行

特集：オンラインセミナー視聴報告
オンライン活用団体 vol.２
2020 年 12 月号の発行予定は 12 月 10 日
（木）掲載情報の〆切は 12 月 3 日（木）
「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.199
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/

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
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

あすぴあ 10 周年記念
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 ２「実際に体験しよう」～活動体験～
実際に団体の活動に参加し、仲間と共に活動を体験します。
【期間】11 月 1 日 ～ 2021 年 1 月末までの 3 ヶ月間
12 の団体が体験希望者を募集中！！
右脳いきいきクラブ、憲法カフェ＠なかまちテラス、コーダー道場こだいら
小平・環境の会、小平市地域包括支援センター、小平市民活動支援センター
あすぴあ広報部会、NPO 法人小平市民活動ネットワーク、東京 2020 オリンピック・パ
ラリンピック小平市民プロジェクト、ダンスパフォーマンス集団迫 －HAKU－
ひだまりの会、NPO 法人ぶるーべりー愛犬ふぁみりー協会、昔あそび応援団

ステップ 3 「想いを共有しよう」～体験発表会～
体験者の感想を聞き、広石拓司さん（2019 年度講師）のお話
を伺います。
（Zoom 開催）
【日時】2021 年 2 月 20 日（土）14：00～16：00
申込締切：2021 年 2 月 10 日（水）まで
定 員 50 名（申込み先着順、Zoom 環境のある方）
詳細は、あすぴあホームページ 人財の森へ
https://kodaira-shiminkatsudoctr.jp/jinzaino-mori
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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。

【申込】

◆

文

化

＆fax：042-341-4806（今井）

◆
憲法カフェ＠なかまちテラス
「大切な憲法の語り合いの場」
完全予約制で開催しますので、必ず予約の上、ご来
場ください。(定員 12 名)
・ご自宅で平熱確認後、来館時はマスクの着用、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。会場で販売もします。(220 円)
・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。
・コーヒーの提供はありません。飲み物をご持参く
ださい。
・聞こえにくい方のために磁気ループを使用。
【日時】11 月 28 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】荒井
080-5425-1812
E-mail smyu-1315@ezweb.ne.jp

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）終了、10 月
31 日（土）終了、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

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》
11 月 26 日（木）14:30～津田公民館 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 218 回みんなでよい映画をみる会

望郷の鐘
満蒙開拓団の落日
「国家が総力を挙げて作り上げる嘘は、いつの時代で
も見破ることは容易ではない」という字幕から始まる。
昭和 20 年 5 月、満蒙開拓団の教師として満州にわた
り、8 月 9 日のソ連参戦の中で妻子を失い、自らもシ
ベリア抑留を経て帰国し、中国（旧満州）に残された
残留孤児、残留婦人救出に生涯をかけた山本慈昭師
（長岳寺住職）の真実の物語です。
監督 山田日砂子 出演 内藤剛志、常盤貴子
2014 年公開 104 分 製作 現代プロダクション
戦後 70 年平和祈念映画
【日時】11 月 21 日（土）18:30～
【場所】中央公民館
【資料代】300 円
【連絡先】070-6552-9851（石母田）

オンライン講座

コロナに負けず、
自然エネルギーでいこう！
～今こそ太陽光発電の勧め
地球温暖化は待ったなし！ CO2 削減は、それぞれ
のお家から。クリーンな電気が使えることに加え、
余った電気は電力会社に買い取って貰えます。
買取期間を終了する後の対応についてもご指南し
ます。＊オンライン
【日時】11 月 28 日(土)14:00～
【講演】藤川まゆみさん（上田市民エネルギー）
こだいらソーラー活動紹介：都甲公子
【参加費】無料
【申込・問合せ】ＮＰＯ法人こだいらソーラー
メール kodaira.solar@gmail.com

“芸術の秋” 心に響く音楽を！！

マリンバにこにこ Charity こんさぁと
マリンバ演奏を楽しむ会の集い
講師今井忠子の演奏とサークルの仲間の「アンサンブ
ル」マリンバ・アンクロン・ミュージックベルによる
誰も知っている名曲と童謡 etc.

令和 2 年度
気候変動アクション環境大臣表彰

【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（台風での被災地へ義援金として）
【定員】25 名 要・事前申し込み
※コロナ対策のため
【主催】マリンバ演奏を楽しむ会

◆小平ソーラーは、
「令和 2 年度気候変動アクショ
ン環境大臣表彰緩和・適応分野」で表彰されました。
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/min_a
ction_award/index.html
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【場所】ルネこだいら レセプションホール
【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-mail:info@kodaira-kogeki.org
https://kodaira-kogeki.org/

≪受賞者フォーラム》
【日時】11 月 21 日(土) 13:00～15:25
【内容】第一部：受賞者セッション 13:00～14:20
第二部：シンポジウム
14:30～15:20
・有識者によるパネルディスカッション
開催形式：オンライン開催
※申込は上記ＵＲＬへ

コロナ感染対策した音楽遊び方法
ワークショップ
リトミックのリズムをベースのリズム・表現・つな
がり・楽器遊びの指導法
【日時】11 月 29 日（日）9:50～12:00
【場所】東部市民センター集会室
【対象】児童教育者
【参加費】1500 円
※資料：著書『体育ダンス・表現のための創作音楽
遊び』代込み
【主催】音楽と遊ぼう
【申込】 090-3240-4552（祝迫）
r.ryth-rec.10135@docomo.ne.jp

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】1１月 1５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）

はなれていても つながりたい

みんなでつくる：
おんがくさい

音楽 祭 in 小平 2020
こ とし

あ そび

今年はホームページに遊びにきてね
み

ひ

【ホームページで見られる日】

12 月 3 日（木）～１月末（予定）
（ きょうさい ）

おんがくさいｉｎこだいらじっこう

【 共 催 】みんなでつくる音楽祭in小平実行
いいんかい

こ だ い ら し きょういく い い ん か い

委員会・小平市 教 育 委員会
（ といあわせ ）

【問合せ】
メール：kodairaongakusai@gmail.com
こ だ い ら し おがわちょう
こ だ い ら し ちゅうおう
187-0032 小平市小川町2-1325小平市 中 央
こうみんかんない

おんがくさいｉｎこだいら

ＤＶＤ上映会

もがれた翼

かかり

公民館内「みんなでつくる音楽祭in小平」 係
http://kodaira-ongakusai.jimdofree.com
おんがくさいｉｎこだいら
けんさく
※「みんなでつくる音楽祭in小平」で検索してく

素数とくるみ
「もがれた翼」は、子どもの人権をめぐる問題を知っ
ていただくことを目的に、毎年子どもたちと弁護士が
作っているお芝居です。今回上映する「素数とくるみ」
は子どもたちが安心して生活でき、自由に意見表明で
きる学校や社会をテーマにした最新作のＤＶＤです。
【日時】11 月 19 日（木）10:00～正午
【場所】中央公民館講座室２
【定員】20 人（先着順）
【申込】不要（当日、会場へ）
【費用】無料
＜ご来場にあたってのお願い＞

マスクをご着用ください

発熱や体調不良時のご来場はお控えください

咳エチケットや手洗い、手指の消毒にご協力下さ
い。

当日、お名前・連絡先の記入をお願いいたします。
必要に応じて保健所等に個人情報を提供する場
合がありますので、ご了承ください。

ださい。
だいひょう

090-5016-8071（代 表

み うら

三浦）

◆ 子ども・子育て

パート 26

◆

小平こども劇場
◆わくわく！おはなし探検隊
～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】11 月 28 日(土)13:45～15:45
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【企画・運営】子どもの権利条約普及推進事業企画委
員会
【主催】小平市教育委員会
【問合せ】小平市教育部地域学習支援課
042-346-9834

042－308－3732（先着順）

◆ シニア ◆

お持ち帰り 子ども食堂

熟年いきいき会

風 鈴 草
【日時】11 月 20 日（金）17:00～19:00

みんなで話そう
「おしゃべりサロン」

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/

◆

福

【日時】12 月 4 日（金）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１２回
「絵手紙教室」
【日時】12 月 14 日（月）13:30～15:30
【場所】福祉会館第二集会室（３階）
【参加費】200 円（会員 100 円）
備考：小筆、筆を洗う器、被写体（描く品物）を
持参して下さい

祉 ◆

ハートピア
すぺーすまいらいふ＆まいわーく事業

「伴侶を亡くした人が語り合う会」
【日時】12 月 18 日（金）13:30～16:00
【場所】福祉会館第三集会室（３階）
【参加費】200 円（会員 100 円）

■子どもリーダーシップ学習会9回シリーズ
第5回「チームにおけるリーダーシップ」～リーダー
の役割
【日時】11月18日（水）10:00～12:00
【場所】福祉会館 第2集会室

共通事項
【主催】熟年いきいき会
【問合せ】 042-341-8604（太田）

■若者リーダーシップ学習会8回シリーズ
第5回「７つの習慣（依存から自立へ３つの習慣）
」
～自立は最終目標ではない

◆ ＩＴ ◆

【日時】12月2日（水）10:00～12:00
【場所】福祉会館 第3集会室

はじめてのパソコンサークル

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

はじめてのパソコンサークルは 11 月末までお休みし
ます。
【主催・問合せ】小平 IT 推進市民グループ
https://kodaira-it.jp/hazimete

知的障がい者ガイドヘルパー
養成研修

◆他市のイベント◆

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
【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

はちおうじＮＰＯフェスティバル
2020
オンライン開催
【日時】11 月 21 日 (土）13:00～16:30
【タイムスケジュール】13:00～スタート
【参加方法】八王子市市民活動支援センターのホーム
ページの特設ページの動画リンクより YouTube ライ
ブにアクセスして視聴。
https://shiencenterhachioji.org/news/detail.php?q=nw200927123656
【主催/問合せ】
八王子市市民活動支援センター地域連携部
E-Mail：bosyu@shiencenter-hachioji.org
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特集

With コロナ時代の事業活動と雇用関係、NPO 法人のための法律知識

2020 年 8 月、NPO サポートセンター主催「第 3 回 NPO による ICT サービス活用自慢大会 ONLINE」の
中で行われた頭書セミナーを視聴して、大変参考になったので報告します。講師は「NPO のための弁護士ネ
ットワーク」の日向寺 司さんと稲田 遼太さんで、お二人の問答形式で行われました。

１．事業活動について
Q1 NPO が実施する活動で、スタッフらに集団感染が起きたら損害賠償の責めを負うか。
A．NPO（雇用者）が労働者に対する安全配慮義務違反（労働契約法）で損害賠償に至る例は少ないが、こ
れを避けるためには、次のようなポイントが考えられる。
（ア） イベント開催の適否判断材料：①活動の性質、②規模、③場所、④コロナウイルス感染状況など。
（イ） 開催する場合の対策：①参加者の手洗い・マスク着用徹底、②アルコール消毒液準備、③参加者間
の間隔措置、④換気の徹底など、できる限りのこと。
Q2 感染者の多い地域在住の参加者を断れるか。
A．法的には可能だが、レピュテーションリスクに要注意。クラスター発生の場合、国に報告せねばならな
い。参加者には「名簿を公的機関に提出することがある」と、早めの明確な告知が必要である。
Q3 オンライン会議システム利用のイベント・セミナー開催の場合の注意点は？
A．イベントに関連するすべての権利者から、許諾を得ることが基本。セミナー講師の講演についての著作
権、主催者が配信する映像などの著作権、被写体となる人物についての肖像権、施設管理者については施
設管理権などが対象になる。
Q4 セミナー、イベントの内容をオンラインで流す場合の注意点は？
A．セミナー、イベントが非営利（無償）であっても、許諾を要する。利用するサービスの内容や契約（例え
ば YouTube を利用するとか）について確認を要する。
Q5 コロナウイルス感染が理由でイベントが中止になった場合の対応は？
A．主催者たる NPO としては、会場、参加予定者、協賛企業と連携して、トラブルを避けるよう努める。

2．雇用関係について（要点のみ）
・コロナ感染防止に関して、事業者としては安全配慮義務がある。これを怠った場合は SNS で炎上するとい
った事態も考えられ、注意が必要。
・テレワークの場合の労働時間の把握は、厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措
置に関するガイドライン」
「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドラ
イン」などを参照のこと。
・テレワーク中のスタッフの秘密保持、情報管理については、厚生労働省「テレワーク導入のための労務管
理等 Q&A 集」
、総務省「テレワークセキュリティガイドライン（第 4 版）
」
、経済産業省「テレワーク時に
おける秘密情報管理のポイント」
、厚生労働省「テレワークモデル就業規則作成の手引き」などを参照のこ
と。
・テレワークに関する規程作成については、厚生労働省「テレワークモデル就業規則」、一般社団法人非営利
組織評価センター「テレワーク勤務規程のサンプル」などを参照のこと。
規程制定にあたっては使用者と労働者代表の話し合いが必要。
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（報告：長瀬）

特集

オンライン活用事例レポート Vol２
オンラインを上手に利用している団体

◆ ＜ まちでカンパイ！こだいら 100 人カイギ ＞ 略称マチカン
まちで乾杯、だから「マチカン！」月に 1 回、みんなで集まり呑むだけで、このまちの暮らしがおも
しろくなったらこれはスゴイこと！ 毎回 2～３名のゲストを招き、一緒にトークで乾杯！（フェイスブ
ックより）
マチカンは、2 年ほど前から毎月の会合をもう 22 回も開いています。これまでオリンピックの聖
火リレーを先取りした、聖花ランナーの協力、支援や、タコス料理のお店をつくったり、FM 放送メン
バーを始めたりなど、いろいろな成果を出しています。詳しくは QR コードでご覧下さい。
今年はコロナで乾杯（食べ飲むこと）ができないので、
主にオンラインで次のような活動しています。
・小平のお弁当マップをつくり、ネットで公開する。
・Zoom でマチカンを開催する。5 月はコロナで大変
な飲食店オーナー、6 月は小平神明宮の祢宜のお話、7 月は海外在住の方とディスカッション。
オンラインの利点は、どんなに遠方の人とも限りなく自由に話せることです。7 月のマチカンでは、
インドネシアとウズベキスタンの方が参加して楽しいトークができました。
今後もオンラインとリアルのハイブリットを実現するような企画を行っていきます。参加はフリーで無
料です。フェイスブックに案内を出しますので見て下さい。

（文責：由井）

◆ 小平はぐくみプロジェクト 略称こだはぐ
“小平はぐくみプロジェクト（こだはぐ）
”は、
「産前産後ママの心と体を癒したい。支えとなり、助け
合える仕組みを作りたい。
」という想いで、2013 年 11 月に発足。
「はぐくみ」という言葉には、
「育む」
と「Hug」
（抱擁）の２つの意味を込めました。
（こだはぐ HP より http://kodahug.com/aboutus）
こだはぐ代表の橋本直子さんに、オンラインでの活動について伺いました。
――オンラインではどんな活動を行っていますか？


これまでのオンライン開催は 3 回で、手遊び、紙芝居の読み聞かせ、上半身のセルフケア、ベビト
レヨガ体験を行いました。



コロナ禍で更に孤立してしまいがちな、乳幼児を子育て中の方にリフレッシュしていただける内容
を企画し、参加型で体を一緒に動かせる内容にしています。

――オンライン活用イベントの注意点は、


初めに参加者のお顔とお名前を確認。 (不正侵入がないかを確認)



Zoom の操作方法を説明してから開始。



参加者のマイクはミュートにして、講師をスピーカービュー、
もしくはスポットライト設定にして表示。



途中で授乳やオムツ替えなどの場合はカメラ OFF にして OK
に。(ヨガ体験中は危険回避のため、全員カメラ ON に)

――手ごたえはいかがですか？ また、今後は？


最後に参加者に自己紹介と感想を話してもらいます。外出もままならない時期なので、とても楽し
かった、リフレッシュできた、また参加したいなどの感想をいただきました。



11 月のオンラインカフェは、11/17(火)10:00～11:00

※事前申込制

「オンライン 親子 de リトミック体験」を開催します。ぜひご参加ください。
詳しくは、https://ameblo.jp/koda-hug/

メール：kodahugml@gmail.com
（取材：伊藤）
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元気村まつりウィーク 2020

2020 年度こだいら人財の森連続講座
「体験！充実の市民活動」

10 月 24 日（土）～31 日（土）終了しました！
～オンラインでつないだ元気村まつり～
初の試みでしたが、特設サイトを作り、参加 64 団
体の活動紹介、Zoom による講演会や交流サロン、参
加団体との交流会などで合計 120 名の方々が参加、
離れていても新しいコミュニケーションツールで
つながれることを体験できました。

終了！
★Zoom 初心者向け連続講座★
Zoom アプリのインストールから、参加する方法、
オンライン交流サロンの 3 回連続で開催します。
【日時】来年 1～2 月を予定【定員・対象】各回
15 人、PC でメールやりとりできる方

令和３年度市民活動団体データ集『むすぶ』
掲載情報募集中！
あなたの団体を地域に知ってもらうツールとして
情報を掲載しませんか。
【申込方法】応募用紙は、
公民館や地域センター、あすぴあ窓口や市役所市
民協働窓口のほか、あすぴあホームページからも
ダウンロードできます。
【〆切】11 月 25 日（水）

◆ステップ１「市民活動応援講演会」
studio-L 代表の山崎亮氏を講師に迎え、10 月 24 日
（土）
Zoom で実施しました。遠く大阪からの方も含め 62 名の
参加があり、好評のうちに終了しました。

◆ステップ２ 活動体験期間が始まっています
【期間】11 月 1 日～2021 年 1 月 31 日まで
〈受入れ 12 団体〉右脳いきいきクラブ、憲法カフェ＠
なかまちテラス、コーダー道場こだいら、小平・環境
の会、小平市地域包括支援センター、あすぴあ広報部
会、小平市民活動ネットワーク、ダンスパフォーマン
ス集団 迫-HAKU-、東京 2020 オリンピック・パラリン
ピック小平市民プロジェクト、ひだまりの会、ぶるー
べりー愛犬ふぁみりー協会、昔あそび応援団 ＊詳し
いことはチラシおよび小平あすぴあ 人財で検索して
ご覧ください。

◆ステップ 3 想いを共有しよう～体験発表会～
【日時】2021 年 2 月 20 日（土）14：00～16：00
【定員】50 名（申込先着順、Zoom 環境のある方）
2019 年度講座の講師・広石拓司氏を迎えて共有の場を
持ちます。体験していない方も参加できます。
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

■あすぴあ利用にあたってのルール■

☎ 042-348-2104、FAX 042-348-2115

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

〒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

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。

耳寄り情報！！

東京ボランティア市民活動センターＨＰ

新型コロナウイルス ＮＰＯから寄せられる相談とＱ＆Ａ（相談の窓口から）サイトがあります。
https://www.tvac.or.jp/special/covid-qa/
例）総会・理事会を実際に集まらなくてもできる方法はある？ 会費をどうやって集めればいいの？
給付金・補助金・協力金…支援策、うちはどれが使えるの？ 助成金等法務専門相談、セルフヘルプグル
ープ・当事者活動の今 ～オンライン活用の状況等を踏まえて～ など
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各イベントの詳細は、本文をご覧ください。
中央公民館ギャラリーの催し物（予定）
１１月１２日（木）～１１月１５日（日） 盆栽展
１１月１７日（火）～１１月１９日（木）
木目込み人形七人展
１１月２５日（水）～１１月２９日（日）
小平市高齢クラブ連合会作品展示会
１２月１日（火）～１２月６日（日）
第４６回障がい者作品展
１２月１１日（金）～１２月１３日（日）
みんなの健康展
１２月１５日（火）～１２月２０日（日）
虹のアトリエ会
１２月２２日（火）～１２月２７日（日）
上水写真サークル

「玉川上水 46 億年を歩く」プレウォー
ク
知的障がい者ガイドヘルパー養成研修
～15 日、21 日
こだいら自由遊びの会 プレーパーク
ハートピア 子どもリーダーシップ学習
会
ＤＶＤ上映会 もがれた翼パート 26「素
数とくるみ」
子ども食堂 風鈴草
第 218 回みんなでよい映画をみる会望
郷の鐘満蒙開拓団の落日
はちおうじＮＰＯフェスティバル
2020（オンライン開催）
第 58 回小平市民文化祭歌謡祭
マリンバにこにこ charity こんさぁと
サロンミニコンサート 津田公民館
小平ソーラー オンライン講座
「玉川上水 46 億年を歩く」プレウォー
ク
憲法カフェ＠なかまちテラス
小平こども劇場 わくわく！おはなし探
検隊
コロナ感染対策した音楽遊び方法 ワー
クショップ
ハートピア 若者リーダーシップ学習会
「連」投稿締切
みんなでつくる音楽祭 in 小平 2020
～1 月末
熟年いきいき会 みんなで話そう「おし
ゃべりサロン」
「連」発行
「玉川上水 46 億年を歩く」プレウォー
ク
熟年いきいき会 第 12 回「絵手紙教室」
熟年いきいき会 「伴侶を亡くした人が
語り合う会」

☆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。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。
【問合せ】fax. 042-323-5450（藤原）
e-mail
info@kodaira-shimnet.jp
URL
http://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

発行責任者：ＮＰＯ法人小平市民活動ネットワーク
伊藤規子

助成金情報
◆公益財団法人東京都福祉保健財団 令和３年度子供が輝く東京・応援事業：成果連動型助成（既存の取組のレベ
ルアップ）
【趣旨】NPO や企業等による結婚、子育て、学び、就労までのライフステージに応じた取組への助成
【助成金】基準限度額 2000 万円または助成対象と認められた経費のうち、いずれか低い額に助成率（成果に応じ
て１/4～３/4 に変動）を乗じた額（最大 1500 万円）【申込締切】12 月 3 日（木）消印有効
詳細は、http://www.fukushizaidan.jp/313kosodate/index.html へ
【問合せ】公益財団法人東京都福祉保健財団事業者支援部運営支援室 子供が輝く東京・応援担当☎03-3344-8535
FAX 03-3344-7281 Email kosodateouen@fukushizaidan.jp
◆公益財団法人電通育英会 2021 年度 学生を対象とする次世代リーダーの育成活動に対する助成事業
【助成金】１件（一団体）あたりの上限金額は 100 万円 【申込み締切】12 月 11 日（金）必着
【問合せ】公益財団法人 電通育英会 事務局 担当:山本
詳細は、https://www.dentsu-ikueikai.or.jp
◆アステラス製薬株式会社 患者または患者家族の会、患者会の連合組織に対し、オンライン会議等を実施するた
めの知識や操作スキルを学ぶ機会を提供 【支援団体数】20 団体（1 団体 2 名まで、最大 40 名を支援）
【助成金】
ZOOM 主催者セミナーの受講費用をアステラスが全額支援（受講費用：￥17,600/名）※受講料はセミナー受講修
了確認後に団体口座へ振込 【申込み締切】12 月 21 日（月）詳細は、医療用医薬品製造販売業公正取引協議会
URL：http://www.iyakuhin-koutorikyo.org https://zoomy.info/zoom-seminar/zoom-seminar-for-host/
【問合せ】中央区日本橋本町 2-5-1 アステラス製薬株式会社 コーポレート・アドボカシー CSR 部 患者支援
担当 アステラス スターライトパートナー事務局患者会支援受付窓口 ☎：03-3244-5110
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