役役に立つ特集＆イベント情報を掲載！に立
・NPO 法人小平市民活動ネットワーク（シムネット）
つ特集＆イベント情報を掲載！
2021 年 7 月 10 日発行
2021 年 8 月号の発行予定は 8 月 11 日
（水）掲載情報の〆切は 8 月４日（水）
「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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–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 報告
小平市在住・在学の大学生を対象とした市民活動団体との「出会いの場」事業は今年 17 年
目を迎え、6 月 27 日（日）には具体的な出会いの場としての団体説明会が開催されました。
当日は ZOOM 形式によるオンラインセミナーではありましたが参加学生は 37 名の多きにわ
たりました。
今年度特徴的だったのは、従来から参加の白梅学園大学・白梅学園短期大学、嘉悦大学、武
蔵野美術大学に加え、初めて津田塾大学、一ツ橋大学からも多数の参加者があったことです。
最終的には 25 名（延べ 31 名）の体験参加が決まり、学生のみなさんにはこの夏約 2 ヶ月
間にわたって市民活動団体の行事等に参加していただき、コロナ禍でも若い世代の斬新かつ
柔軟な発想や行動が、市民活動を推進されている方々に新しい良い刺激を与えていただける
ものと期待しています。
また、今回の基調講演では、当初「2004 年白梅 NPO セミナー」として今日への礎を築か
れた白梅学園大学山路憲夫名誉教授に「なぜ NPO セミナーを始めたのか」というタイトルで、
その経過と教訓を話していただきました。
なお、7 月～9 月上旬の体験期間の後、9 月 19 日（日）には、
。
オンラインによる成果発表会の開催を予定しています。
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_特 集_ 「この 10 年が大事な 10 年」
小平市環境部環境政策課課長補佐 内田直樹さんに聞く
SDGs、中でも環境に配慮した関心が高まっている。そこで、この 4 月に市民活動
支援を担当する市民協働・男女参画推進課から現課に異動された内田さんに小平市
の環境政策を伺った。
まず小平市の環境政策についてお聞きし

緑のカーテン講習会の動画ＵＲＬは、

た。ちょっと堅い話になるが、小平市は今年
の 4 月から「小平市第三次環境基本計画」の
内容に取組んでいる。

https://www.youtube.com/watch?v=pcA
LbCMswR4

① 地球温暖化・エネルギー対策の推進
具体的には市内公共施設の LED 化や家庭
での省エネルギーのためのエコな生活に
役立つ小冊子『小平流暮らしの工夫』を配
布している。
② 循環型社会の形成

緑のカーテン講習会動画

ふるさと村で打ち水

③ 「高めよう環境意識と行動意欲」は、市役

リユース、リデュース、リサイクルにより、
市民一人が一日に出すゴミを 653 グラム

所だけでは環境問題は解決できない、市
民・事業者・各団体の協働が何より大切で

以下（前年度比減）にすることを目指して
いる。
③ 水と緑と生きものとの共生

ある。環境についてみんなが知る事を進
める。

自然観察会等で生物多様性の理解促進を
図るとともに、小平グリーンロード等、エ
コロジカル・ネットワークを構成するみ

最後に内田さんは、「2030 年までのこの
10 年の取組がとても重要であるとされてい
ます。市民・事業者・市民団体・市で一緒に
取り組んでいきたいと考えておりますので
よろしくお願いします。」と語った。

どりの保全・創出を図っている。
④ 快適な生活環境の確保
身近な住環境を保持し、犬のしつけやフ

◆環境政策課で予定している事業は以下の

ンの始末、喫煙のマナー啓発等、まちの環
境美化の向上に取り組む。
⑤ 学びと協働の推進

とおり。
1. 親子環境教室「昔の暮らしから学ぼう！省エ
ネと打ち水体験」
7 月 22 日（木・祝）10：30～12：00
小平ふるさと村
2. 親子環境教室「エネルギーの歴史から学ぼ
う！省エネと打ち水体験」
8 月 14 日（土）10：15～12：15
ガスミュージアム
3. 気象キャスターに学ぶ地球温暖化 気候変
動への適応とは
講師：吉田晴香さん（気象予報士・防災士）
8 月 19 日（木）14：00～16：00 福祉会館小
ホール・ZOOM
4. 親子ＬＥＤ学習＆工作教室
8 月 20 日（金）14：00～16：30
リサイクルセンター多目的ルーム

市民、事業者、団体等と連携をして学校や
家庭での環境教育を進める。
また優先的に進める「重点プロジェクト」
として、次の三つを特に訴えている。
① 「減らそう CO₂」は、市内公共施設の LED
化を 80％に、そして 2019 年度には
2503 件だった「環境家計簿」利用件数を
2031 年度には倍の 5000 件にする。
② 「創ろう水と緑、生きものとともにある
暮らし」は、緑のカーテンの普及のため、
苗の配布や育て方講習会などを行う。

（文責
2

由井・後々）

✎

イベント情報・募集情報欄

✐

お知らせ ： 7 月 12 日（月）～8 月 22 日（日）まで、４回目となる緊急事態宣言が発令されます。小平市でも、市
内公共施設の利用制限の継続が予想されます。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。

◆

文

化

小平のまちづくりを考える連続講座①

◆

映画『Ｗorkers』
上映＆アフタートーク

サロンミニコンサート

働く者・市民が出資し、経営に参加して、ともに働
くことを通じて市民主体の仕事おこし、まちづくり
を目指すことを目的とした法律（労働者協同組合
法）が昨年 12 月に制定されました。法制定以前か
らこの取り組みを行ってきたワーカーズコープの映
画を観ながら小平でのまちづくりについて考えま
す。
【日時】7 月 17 日（土）14:00～16:30
（13:30 開場）
【場所】ルネ・こだいらレセプションホール
【費用】無料
【申込】先着 50 名・事前予約制
https://forms.gle/toGiV2biX9LGWtJr9
もしくは以下 QR コードより申し込みください。

《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)

≪７月≫
９日（金）11:00～
小川東町地域センター 入場無料

15 日（木）11:00～
16 日（金）14:30～
21 日（水）11:20～

さわやか館

入場無料

津田公民館

入場 500 円

小川２丁目児童館

入場無料

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
2020Ｔｏｋｙｏオリンピック開会式の前日に

【主催･問合せ】☎042-649-8801
（ワーカーズコープ三多摩山梨事業本部）

“がんばれ日本!!
にこにこコンサート!!”

スポーツ＆カルチャー
フェスティバル in こだいら

【日時】７月 22 日（木・海の日）14:00～16:30
【場所】なかまちテラスホール
【プログラム】
「海の日」によせて 海の名曲 われは海の子、海
その愛、春の海 etc.
７月生まれの作曲家 フォスターの歌曲を中心に
グルック、バイエル etc.
がんばれオリンピック 1964 年オリンピック
の歌 かけ足のギャロップ 名曲いろいろ etc.
【演奏】マリンバ（今井）
、ピアノ（平沢・高梨）
solo とアンサンブル
【費用】300 円
【定員】25 人
要申込
※必ずマスクをなさってご来場ください。
【申込・問合せ】☎・fax 042-341-4806 （今井）

Diversity & Inclusion For Children
前期：7
後期：8

月 24 日（土）～8 月 8 日（日）
月 26 日（木）～9 月 5 日（日）
※ 7/26（月）
、27（火）は休館
※ 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】７月 24 日（土）・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。
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【出演者】
 石原昇一郎＆たまがわ三味線／ジロー今村〈魂の
肉体表現者〉／みんなでおどろう！東京五輪音頭2020-／地域宣伝隊コダレンジャー（以上両日出

Ｅメール：smyu-1315@ezweb.ne.jp

【主催】小平市女性のつどい 平和学習会
※ コロナウイルス感染防止のため、体調の管理、
マスク着用、手指の消毒にご協力ください

演）

 大久保かおり〈バンドネオン〉／The Kodaira
Jazz Association／田中麻里〈アイリッシュ・ハ
ープ〉／Big 市川＆Ｂ３／Fairy〈ダンス〉／三ツ
矢竹輝〈アコースティックギター〉／森梓紗
〈箏〉／Wayra〈フォルクローレ〉
 小平市の金メダリスト 吉田昌子さんが登場！
◆体験イベント（要事前申込）
 ボッチャ体験会
７/29（木）
、９/３（金）

◆

子ども・子育て

◆

小平こども劇場
◆舞台鑑賞「筋魂感（キンコンカン）」
エンターワンプロモーション
マッスルミュージカルメンバーで結成した筋肉の限界
に挑戦する体操パフォーマンス！！
小平こども劇場のＮＰＯ法人化 5 周年記念鑑賞会で
す。
【日時】7 月 17 日(土)15:15～
開演(14:50 開場）
【場所】ルネこだいら 中ホール
【対象】幼児～大人（要：事前申込）
【参加費】大人 1 人 4,300 円、子ども(4 歳～17
歳)2,300 円

申込ＱＲコード➡

 昔遊び
８/２（月）
、８/28（土）
 糸あやつり人形一糸座ワークショップ
９/４（土）
◆展示 いろいろな展示を楽しもう
【期間】7/24(土)～8/8(日)（7/26、27 と 8/2、
3 は休み）
・8/26(木)～9/5(日)10:00～17:00
※自由にお越しください
 オリンピック・パラリンピックをもっと知ろう！
 環境・いきもののつながり・スポゴミ（入替展示）
 昭和の小平・荒畑忠弘さんの絵（入替展示）
◆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）
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。安全に楽しくフェスを楽しみま
しょう。
【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

◆2021 ルネこだいら夏休みフェスタ
（ルネフェス）
今年は 2 日間に分けて開催、全て事前お申込が必要で
す。詳しい申込方法はルネこだいらホームページをご
覧ください 。
http://www.runekodaira.jp/events/d00176.html

8 月 21 日（土）


影絵ワークショップ「つくって・あやつって・や
ってみよう！」10:30～12:30 レセプションホー
ル（子ども(4 歳～小学生)1,000 円）

クラウンショー「いつでもどこでも びりとブッ
チィー」14:30～15:30 中ホール（子ども無料、
大人 18 才以上 1,000 円）
8 月 22 日（日）

人形劇「エルマーのぼうけん」13:00～14:45 大
ホール（子ども(3 歳～小学生)1,500 円、大人
2,500 円、2 歳以下入場不可）

ちいさい人のための音楽会「チリンとドロンのコ
ンサート」11:00～11:40 レセプションホール
（ひとり 1,500 円、0 才より有料、4 歳以上の子
ども入場不可）

つたえたいこと いっぱい

＊参加の際はコロナ感染症対策のご協力をお願いいた
します。

36 回 2021 年度 平和学習講演会

次世代に語り継ぐ
学童疎開から逃げ帰って
【日時】8 月 8 日(日) 10:00～11:30

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/

（開場 9:40）
【会場】中央公民館視聴覚室
【講師】関野清雪さん
東京大空襲・戦災資料センター語り部
【定員】先着 20 名、Zoom40 名 （要申込）
【申込】☎080-5425-1812 荒井

こだいら自由遊びの会

プレーパーク
今年の 7 月は新型コロナウィルスの蔓延防止に配慮し
ながらの開催のため、恒例のキャンプを実施しない代
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わりに二日間連続での開催を行う予定としています。
お楽しみに(o^―^o)
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】7 月 22 日（木）
、23 日（金）
10:00～16:00

みんなで話そう
「おしゃべりサロン」
【日時】８月５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）
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。
また、当日体調の悪い方の参加はご遠慮ください。

【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）

◆

福 祉

◆ ＩＴ ◆
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 7 月まで無料です。8 月
から会場で参加される場合、参加費は 1 回 200 円で
す。自宅から Zoom で参加される場合、参加費は無
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（あす
ぴあ会議室または自宅）をご連絡ください。
折り返し、ご連絡致します。
・Zoom で参加する方法は、下記を参照
https://kodaira-shimnet.jp/zoom/

◆

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―

■子どもリーダーシップ学習会10回シリーズ
第３回「７つの習慣」～生きる能力を身につける
【日時】７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10回シリーズ
第４回「リーダーシップ家庭文化を創造する」～導入
事例

【日時】

≪7 月≫
13 日(火)13:30～15:30

【日時】９月１日（水）10:00～12:00
【場所】福祉会館 第3集会室

上記2件とも
【対象】リーダーシップ教育に関心のある方、どなたで
も
【定員】5名以内 【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）
Ｅメール heartpia@wish.ocn.ne.jp

20
27

元気村おがわ東あすぴあ会議室+自宅
日(火)9:30～11:30
元気村おがわ東あすぴあ会議室+自宅
日(火)13:30～15:30 自宅

≪8 月≫
3 日(火)9:30～11:30
元気村おがわ東あすぴあ会議室

10 日(火)13:30～15:30
◆ シニア ◆

元気村おがわ東あすぴあ会議室

17 日(火)9:30～11:30

熟年いきいき会

元気村おがわ東あすぴあ会議室

24 日(火)13:30～15:30

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

♪みんなで唄おう♪
第７５回

「市民うたごえ祭り」
【日時】７月 16 日（金）13:30～15:30
【場所】中央公民館ホール（２階）
【参加費】200 円

◆ 他市のイベント ◆
ポルケフォーラム 2021
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2019 年台風 19 号被害から考える
これからの防災・減災の在り方



障害者団体としてどのように地域防災に向き合うかの
検討を深めるために、ポルケフォーラム 2021 と題し
てこれまでの検討結果や今後の提言行動などについて
の報告会を開催します。

らしを支える／次世代の学びを支える／地域の健
やかな暮らしを支える
「Environment（環境）
」：自然と共生する／資源
を大切に使う／CO2 を減らす

◆ クラウドファンディング募集◆

【日時】7 月 31 日（土）14:00〜16:00
【場所】ハイブリッド：大田区、不特定（Zoom を予
定しています）
【対象】どなたでも
【参加費】500 円
【定員】40 名（会場参加）・100 名（オンライン参
加）※ 定員になり次第締め切り
【申込】お申込みは下記リンクより入力をお願いしま
す。Google フォームの入力ページへジャンプ
https://forms.gle/hAZYqdnUjdC4xRHV6
【主催】精神障害当事者会ポルケ

ムサビ絵本プロジェクト
あなたの応援、待ってます。
ムサビ絵本プロジェクトとは？
武蔵野美術大学の有志学生が、
「親子でスキンシップ
したくなる０～2 歳向けの手遊び絵本」を作るプロジ
ェクトです。
「親子の楽しい時間を増やしたい！」
「おうち時間を
よりよくしたい！」という願いを持って精一杯絵本作
りを進めており、現在絵本の製作費を倉上夫ファンデ
ィングで集めています。
※この活動は利益を出すことを目的とするものではあ
りません。私達の絵本をひとりでも多くの方に届ける
ため、支援金という形でこの活動を応援していただけ
ると嬉しいです。

instagram→
http://instagram.com/mau_ehonproject

note→
http://note.com/mau_ehonproject

BUNCA クラウドファンディングページ
https://bun-ca.com/crowdfunding/production/26

◆ 助成金情報 ◆
株式会社ブリヂストン
社内募金制度

「BSmile（ビースマイル）募金」
社内募金制度「BSmile（ビースマイル）募金」の寄付
先団体を募集しています。寄付対象となるのは、社会
課題の解決に取り組んでいる国内の非営利団体です。
当社の定める基準に沿って選考を行い、1 団体につき
最大 100 万円を支援します。

締切：2021 年 7 月 31 日

Yahoo!基金

知らせる力プロジェクト
「書き手講座」

＜2021 年度募集要項＞
1. 応募期間：2021 年 5 月 21 日から 8 月 6 日まで
2. 対象団体：3 年以上の活動実績があり、現在も継
続的に活動している非営利団体
当社のグローバル CSR 体系「Our
Way to Serve」に該当する活動であ
ること（※）
3. 支援期間：2022 年 1 月 1 日～12 月 31 日
4. 支援金額：1 団体につき最大 100 万円（支援総額
900 万円）
5. 応募方法：詳細は公益社団法人日本フィランソロ
ピー協会のページをご覧ください
https://www.philanthropy.or.jp/bridgestone/202
1/
（※）当社グローバル CSR 体系については下記を参
照願います。
https://www.bridgestone.co.jp/csr/index.html

ニュース・文章のプロである新聞記者経験者が講師と
なり、「書き手講座」と「選抜講座」の 2 段階の講座
でサポートします。今回は、
「書き手講座」の募集。
【日時】
第 1 回：8 月 20 日(金) 13:30～15:30
第 2 回：9 月 10 日(金) 13:30～15:30
【場所】Zoom Meeting を使ったオンライン講座
【対象】非営利組織に所属している・２回の講義に参
加できる・積極的に情報を発信していく意思がある
※1 団体につき 2 名まで。
詳細・申込は下記
https://www.jnpoc.ne.jp/?p=22439
＊マイクロソフト・ワードを使用します。
【定員】100 名 *応募者多数の場合は抽選
【参加費】無料
【主催】Yahoo!基金
【協力】日本 NPO センター、朝日新聞ジャーナリス
ト学校
【問合せ】NPO 法人日本 NPO センター(Yahoo!基金
知らせる力プロジェクト書き手講座事務局)
〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-2-1 新大手町
ビル 245
☎ 03-3510-0855 担当:吉田
E-mail: shiraseru#jnpoc.ne.jp
(#を@に変えてください)

ブリヂストンのグローバル CSR 体系「Our Way to
Serve」の３つの重点領域に該当し、SDGs の達成な
どに向けた社会課題の解決に取り組む団体・事業
＝３つの重点領域＝

「Mobility（モビリティ）
」：多様な移動ニーズに
応える／モビリティの進化に貢献する／安全・安
心な移動を支える

「People（一人ひとりの生活）」
：安全・安心な暮
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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 22 日（日）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、

元気村まつり
2021

10 月 24 日(日)頃に予定
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 している元気村まつりの
ることもありますので、あらかじめご了承ください。
開催方法を実行委員会で
◆あすぴあ会議室では Wi－Fi 環境が使用できますので、Web 会議などにぜひご活 検討しています。
★参加団体募集は 8 月下
用ください。まだ利用登録団体になっていない方はこの機会に登録をお勧めします。
旬ころからの予定。
◆パーテ－ション用のアクリル板を用意していますので活動の際にご利用くださ
い。

★Zoom アプリインストール支援会★

「Web 会議アプリ Zoom 初心者向け講座」

注：講座ではありません、1 人 30 分程度、無料！

オンライン会議のやり方を教わりませんか？
【日時】7

【日時】7 月 17 日（土）10:00～12：00

月 24 日（土）13：30～16：00

7 月 21 日（水）14:00～16：00

【対象】自分のパソコン（Windows）と電子メールア

【場所】あすぴあ会議室

ドレスを持っている方。各自オンライン受講可能な

【対象】どなたでも。機種は Windows 搭載のノート

場所でご参加ください。

PC（当日持参してください）

＊今回はスマホやタブレットでは受講できません。

【定員】各回 10 名（要申し込み、先着順）

＊Zoom アプリをインストール出来ていない方は

【申込方法】メールで「氏名、希望日時、電話番号」

右記のアプリインストール支援会をご利用下さい。

を記載の上あすぴあへお申込み下さい（電話も可）。

【定員】50 名（要申込、先着順、定員になり次第〆切）
【問合せ先】

【申込】7 月 5 日（月）～17 日(土)の間に、「氏名、

小平市民活動支援センターあすぴあ

団体名（あれば）
、電話番号、メールアドレス」をご

☎ 042-348-2104、FAX 042-348-2115

記入の上、あすぴあへメールでお申込みください。
2020 年度の事業報告書が出来上がりました。あすぴあホ
ームページ並びに交流スペースでご覧いただけます。

〒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。

中央公民館ギャラリーの催し物（予定）

情報募集

７月２２日（木）～７月２５日（日）
中学校生徒美術作品展
７月２７日（火）～８月１日（日）
平和と未来の広場・小平
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
☆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。
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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

