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公民館主催事業 Ｐ２～５ 

絵本講座　お父さん応援講座　歴史

講座　文学講座　上映会　美術散歩 

公民館を考える講座　エコ家事講座 

近現代史講座　くぬぎ発表会　異世

代交流発表会　グループ協働事業　

グループ企画事業　準備会　 

くぬぎ教室の魅力に迫る Ｐ６ 

新公運審委員の自己紹介 Ｐ７ 

保育調整会議 Ｐ７ 

運営審議会だより Ｐ７ 

本多公民館管理人募集 Ｐ８ 

グループネットワーク Ｐ８ 

2011 23

光公民館　スタジオ・録音室 

スタジオは、防音設備があり、音楽の練習の場として活用されています。 

録音室は講習を受講してから使用できます。 

今月の主な内容 

☆主催事業は国分寺市民対象で、参加は無

料です。 

☆主催事業の手話通訳を希望する人はご連

絡ください。 

並 木 公 民 館  
（０４２）３２１－９９７１ 

（０４２）３０１－１７９９ 

 １月３１日（月） 

 ２月２８日（月） 

９：１０～９：３０ 

大会議室 

もとまち公民館 
（０４２）３２５－４２２１ 

（０４２）３０１－１１４０ 

 ２月１日（火） 

 ３月１日（火） 

８：４５～９：００ 

会議室 

光 公 民 館  
（０４２）５７６－３９９１ 

（０４２）５０２－７９９１ 

 １月３１日（月） 

 ２月２８日（月） 

９：２０～９：５０ 

集会ホール 

恋ヶ窪公民館  
（０４２）３２４－１９２６ 

（０４２）３２７－９１００ 

 ２月１日（火） 

 ３月１日（火） 

１０：００～１０：１５ 

会議室 

本 多 公 民 館  
（０４２）３２１－００８５ 

（０４２）３２２－２３７６ 

 ２月７日（月） 

 ３月７日（月） 

９：００～９：３０ 

ホール 

公民館 

 ３月分 

 ４月分 

時間 

会場 

※電話での受付は、午後１時から。もとまちは、午前10時から。 

スタジオでの練習 

録音室の設備 
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　多様な解釈や愉しみ方ができる絵本の世界の

扉を開いてみませんか。大人になった今だから

こそ感じること、わかることがきっとあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日　程　水曜日　午後２時～４時 

講　師　今田由香さん（日本女子大学） 

会　場　光公民館 

定　員　20人（受付け先着順） 

持ち物　はさみ（第１回のみ） 

申込み　２月２日（水）午前９時から電話または

直接光公民館へ 

 

 

 

 

 

 

　鎌倉街道の成り立ちと幕府滅亡となった合戦、

大田南畝が訪れた恋ヶ窪について考察します。

図書資料も紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日　程　木曜日　午後２時～４時 

　　　　※３月３日は午後１時～４時　 

　　　　　東村山駅改札集合　入館料200円 

講　師　並木図書館職員 

会　場　並木公民館 

定　員　30人（受付け先着順） 

申込み　２月３日（木）午前９時から電話または

直接並木公民館へ 

　絵に挑戦したい方のための講座です。鉛筆・

水彩・クレパスなど好きな画材で描きましょう。 

日　程　３月１１日・１８日（金） 

　　　　午後２時～４時30分 

講　師　伊東弥穂さん（画家） 

会　場　並木公民館 

定　員　20人（受付け先着順） 

材料費　200円（画用紙代） 

持ち物　鉛筆（３B・HB）や水彩など使いたい

画材一式 

企　画　並木デッサン会 

申込み　２月４日（金）午前９時から電話また

は直接並木公民館へ 

並木公民館グループ企画事業 

画伯の短期養成講座 

たの 

２・16 仕掛け絵本との出会い 
 

２・23
 ふたりで読めばもっと美味しい 

 食べ物の絵本 

３・９ 読み継がれてきた絵本 
 

３・16 美しい絵本 
 

３・23
 意見交換会 

 　私たちが読んできた絵本 

1 
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回　月 日　　　　　　内　　容 

２・17
 鎌倉街道概論 

 中世の鎌倉街道を考える 

２・24
 武士の通った鎌倉街道、文献と墓碑 

 久米川合戦と分倍河原合戦 

３・３
 《フィールドワーク》 東村山ふるさと 

 歴史館、正福寺、徳蔵寺、久米川古戦場 

３・10
 恋ヶ窪「姿見の池」 

 恋ヶ窪を訪れた江戸文化人・大田南畝 
み　ほ 

なん　ぽ 

歴史講座歴史講座 歴史講座 

鎌倉街道と恋ヶ窪 鎌倉街道と恋ヶ窪 

絵本講座  

文学講座  

お父さん応援講座 

　子どもの横に座って、お

話しながらおもちゃを作り、

みんなで一緒に遊びます。

遊びの時間は、大学生のお

兄さんお姉さんがお手伝い

しますので、お父さん同士

の会話も楽しみましょう。 

日　時　３月１３日（日）午前10時～正午 

講　師　いなずみくみこさん（工房なある）他 

会　場　光公民館 

定　員　就学前の子どものいる父親15人 

　　　　（受付け先着順）※父子または父親一

人でも参加できます。 

服　装　動きやすい服装 

作る物　マグネットの魚釣り 

　　　　クルクルロケットダーツ 

材料費　300円（当日持参） 

申込み　２月７日（月）午前９時から電話または

直接光公民館へ 

 

 

 

 
　万葉集の入門講座です。誰もが一度は読んだ

ことがある歌集、代表的な歌を読みながら万葉

のロマンに触れてみませんか。 

日　程　２月２３日、３月２日・９日・１６日 

　　　　水曜日　午後２時～４時 

講　師　森山晴美さん（歌人） 

会　場　並木公民館 

定　員　33人（申込み多数の場合は抽選） 

教　材　『新訓万葉集』上下巻佐佐木信綱編、

岩波文庫をご用意ください。全首掲載

されていれば他の本でも可 

申込み　２月10日（木）までに電話または直接並

木公民館へ 
月日　　　　　　　内　　容 

父と子で簡単おもちゃを作って遊ぼう 
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（2007年／アメリカ／114分） 

監督　カーステン・シェリダン 

出演　フレディ・ハイモア、ケリー・ラッセル　他 

もとまち上映会 

公民館を考える講座 公民館を考える講座 

公民館をめぐる課題を共有する 

３・８ 第16期もとまち公運審の活動報告 

 

３・15 公民館を取り巻く状況 

 

３・22 もとまち公民館の運営を考えるために 

月 日　　　　　　　内　　容 

月 日　　　　内　　容　　　　　 講　師 

２・18
  

 重層や酢を使った“自然 

２・25
 派おそうじ” 

 

３・４ 省エネクッキングの話 
 

３・11 省エネクッキングの実習 

塩野圭子 

（ナチュラル 

ライフ・アドバ 

イザー） 

佐藤道子 

（NPO法人 

ごみ・環境 

ビジョン21） 

　施設で育った孤独な少年が音楽を通じて両親

を探し求める、感動の映画です。 

 

日　時　２月１９日（土） 

　　　　①午前10時～正午 

　　　　②午後２時～４時 

※開場は各30分前。上映中は入場できません 

会　場　もとまち公民館 

定　員　各回80人（受付け先着順） 

申込み　２月４日（金）午前９時から電話または

直接もとまち公民館へ 

 

 

◆◆もとまち美術散歩◆◆ 

復元建築物とプラネタリウム 
 

府中市郷土の森博物館 
 

 

　府中市で復元整備し

ている小学校や農家を

見学し、プラネタリウ

ム“FURUSATO・宇

宙からみた世界遺産”

を観ます。梅まつり開

催中です。３時間程度

歩いて回ります。 

 

日　時　２月２３日（水）小雨決行 

集　合　午前９時　西国分寺駅改札内側 

コース　府中本町駅⇒府中市郷土の森博物館 

解　散　午後３時ころ　現地解散 

解　説　府中市解説員 

経　費　交通費（片道150円）／入館料600円 

持ち物　飲み物、昼食、敷物 

定　員　30人（受付け先着順） 

協　力　もとまち公民館利用者連絡会 

申込み　２月３日（木）午前９時から電話または

直接もとまち公民館へ 

　公民館を取り巻く状況を知り、もとまち公民

館の今後を考える講座を開きます。 

　３回目には、利用者懇談会を開き、第17期公民

館運営審議会委員候補者の選出もする予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

日　程　火曜日　午前10時～正午 

講　師　倉持伸江（東京学芸大学） 

会　場　もとまち公民館 

申込み　前日までにもとまち公民館へ 

 

 

 

 楽しくエコ・ナチュラル家事 
　地球環境や人にやさしい家

事を学びませんか。掃除の仕

方の他、エネルギーやゴミの

排出を少なくする料理に挑戦

しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日　程　金曜日　午前10時～正午 

会　場　もとまち公民館 

定　員　20人（受付け先着順） 

材料費　500円 

　　　　※２月14日（月）までにもとまち公民館

へ。本人の都合で参加を取り消した場

合は返金できません 

持ち物　茶渋のついたカップ（２月18日） 

　　　　エプロン、三角巾、タオル（３月11日） 

申込み　２月２日（水）午前９時から電話または

直接もとまち公民館へ 

のぶ え 
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　軍備拡張の根拠になった国家戦略の変遷をテ

ーマに、日本の近現代史を振り返ります。また

冷戦終了後の日本が歩んできた道、これからを

考えていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

日　程　金曜日　午後７時～９時 

講　師　山田　朗さん（明治大学） 

会　場　恋ヶ窪公民館 

定　員　30人（受付け先着順） 

申込み　２月２日（水）午前９時から電話または

直接恋ヶ窪公民館へ 

 

 
 

健康講座 準備会のお知らせ 
 

　「楽しく食べて豊かな暮らし」をテーマに、

来年度から開始する予定の講座を、皆さんで一

緒に企画しませんか。 

 

日　時　２月１４日（月）午前10時～正午 

内　容　内容・日程・講師について 

会　場　恋ヶ窪公民館 

申込み　不要。直接会場へ 

　社会派推理小説とよばれる清張作品の中でも

特に著名な作品。迷宮入りと思われた殺人事件

を、捜査する刑事の執念と、暗い過去を背負う

がために罪を犯してしまう、天才音楽家の宿命

を描く。 

日　程　２月２７日（日） 

　　　　①午前10時～午後０時30分 

　　　　②午後２時～４時30分 

会　場　恋ヶ窪公民館 

定　員　各回30人（受付け先着順） 

申込み　２月２日（水）午前９時から電話または

直接恋ヶ窪公民館へ 

２・18 日本の近代化と日露戦争 

２・25 アジア・太平洋戦争への道 

３・４ 世界の平和を求めて 

月　日 　　　　　内　　容 

シネマ恋ヶ窪上映会 

　　　　（1974年／日本） 

原作　松本清張　　監督　野村芳太郎 

主演　丹波哲郎、加藤　剛、島田陽子 

　日本では憲法で定められているのに、なぜ

真の男女平等が実現しないのでしょうか。 

　男女平等先進国のノルウェーについて、写

真を見ながらその背景を探ります。 

 
日　時　２月１９日（土）午後２時～４時 

講　師　三井マリ子さん（女性政策研究家） 

会　場　恋ヶ窪公民館 

企　画　グループ・アリーテ 

後　援　ノルウェー王国大使館 

申込み　不要。直接会場へ 

　本多・並木公民館では、18歳以上の知的障

害のある人のための「くぬぎ教室」を開催し

ています。各教室とも毎月第一日曜日に、歌・

スポーツ・工作や、季節行事の運動会、クリ

スマス会などのさまざまな活動を通して“仲

間づくり”をしています。 

　発表会では、歌、わだいこ、ハンドベル、

などの日ごろの活動の成果を発表したり、活

動中に作成した作品の展示を行います。 

　教室への参加希望者やスタッフとして活動

してみたい方は、発表会へお出かけください。 

 

日　時　３月６日（日）午後１時～３時 

会　場　本多公民館 

問合せ
　本多公民館　　（042）321-0085 

　　　　並木公民館　　（042）321-9971

恋ヶ窪公民館グループ企画事業 

男女差別のない国は 
女も男も暮らしやすい 

講　演　会 

あきら 

近現代史講座 

本多・並木公民館 

昨年の発表会 
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　本多公民館で実施している異世代交流事業の活動発表会です。 

日　時　２月１２日（土）午前10時～午後０時30分 

内　容　〈第１部〉いろいろな種目を体験してみましょう（各部屋） 

　　　　〈第２部〉交流会（ホール） 

　　　　　　　　　オープニング（琴生演奏）、各事業からの報告・ 

　　　　　　　　　発表等、手作りお菓子もあります（無料） 

会　場　本多公民館 

共　催　異世代交流事業実行委員会　本多公民館 

申込み　２月２日（水）午前９時から電話または直接本多公民館へ 

　本多公民館で活動しているグループが、定例活動を公開します。体験をして、その後グループに仲

間入りすることができます。 

会　場　本多公民館　　参加費　無料　 

申込み　２月２日（水）午前９時30分から電話または直接本多公民館へ 

＊語学＊ 

♪音楽♪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（対象：★は女性のみ　☆は男性のみ） 

グループ 公開（体験）日 指導者 

ジョイフル・ 

英会話 

さくら日本語 

教室 

ＫＥＣＣ 

（英語） 
 

朋友の会 

（中国語） 

イタリア語 

チャオ 

パロマ 

（スペイン語） 

２月８日（火） 

13：00～14：20 

２月15日（火） 

19：00～21：00 

２月16日（水） 

18：45～20：30 
 

２月19日（土） 

13：30～15：00 

２月24日（木） 

14：50～16：30 

２月24日（木） 

18：35～20：00中級 

20：00～21：25初級 

Sawako Shimizu 
 

日本人ボランテ

ィアスタッフ 

 

Adrian Storey 

 

曹偉泙 
 

SABA彩子 

（放送大学講師） 

 

Graciela Lopez

グループ 公開（体験）日 指導者 

グループ 公開（体験）日 指導者 

ノイエ･ブルーメン

（女声合唱）　　★ 

シャンソン同好会 

詩の工房 

花のゆりかご撫子
会（カラオケ） 

女声合唱団リラ★ 
 

国分寺ケーナの会 
 

万華コーラス 
 

コーア･エルフェン 

（女声合唱）　　★ 

NMU 

（日本民謡） 

国分寺シルバーコ

ーラス（女声合唱）★ 

グリーン･ハーモ

ニー（女声合唱）★ 

Oper Freude　 

（オペラ鑑賞） 

ひびき 

（和太鼓） 

あじさい歌謡 

（演歌）　　　　★ 

アンサンブル・ラフ

ァガ（ギター合奏） 

Cream Tea 

（女声合唱）　　★ 

本多オカリナ 
 

マ･ぺティ･シンフォ

ニー（シャンソン） 

からたちの花 

（ポップス） 

ベルの会（合唱･ミ

ュージックベル）★ 

国分寺うたう会 

（ロシア民謡） 

MCG男声合唱団 

　　　　　　　☆

国際協会合唱団 

２月10日（木） 

13：00～15：00 

２月14日（月） 

10：00～11：30 

２月15日（火） 

10：00～12：00 

２月15日（火） 

10：00～12：00 

２月15日（火） 

19：00～21：00 

２月16日（水） 

13：30～15：00 

２月17日（木） 

10：00～12：00 

２月17日（木） 

19：00～21：30 

２月18日（金） 

10：00～12：00 

２月18日（金） 

14：00～16：00 

２月18日（金） 

14：00～16：30 

２月19日（土） 

18：00～21：30 

２月22日（火） 

10：00～12：00 

２月24日（木） 

10：00～12：00 

２月24日（木） 

13：30～15：30 

２月24日（木） 

14：00～15：30 

２月25日（金） 

10：00～11：30 

２月25日（金） 

13：30～16：00 

２月26日（土） 

10：30～12：00 

２月26日（土） 

13：00～15：30 

２月26日（土） 

18：00～19：30 

２月27日（日） 

14：00～16：00

庄司由美子 
 

藤川玲子 
 

林　こずえ 
 

清水義雄 

樺澤とも子 

ルイス・リオス 

 

市村香枝 
 

庄司由美子 
 

桜井栗謡 
 

小林由樹 
 

熊谷　晃 
寺岡優子 

國土潤一 
 

中田寿明 
 

林　こずえ 
 

佐藤弘和 
 

市瀬寿子 
 

齋藤由美香 
 

藤川玲子 
 

藤井博司 
 

清水一枝 
 

ささいはるみ 
 

平川　信 

 

市瀬寿子 

グループ 公開（体験）日 指導者 

か　え 

そう  い へい 

なでしこ 

ひさ こ 

はく し 

まこと 

りつよう 

よし き 

あきら 

こく ど 

としあき 

異世代交流事業【交流・流・発表会】 異世代交流事業【交流・流・発表会】 異世代交流事業【交流・発表会】 
～見て、聞いて、よく知り合って 

昨年の発表会 
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【皆でつくりあげるくぬぎ教室】

くぬぎ教室スタッフ（並木）肥田貞子

私は障害のある方たちとお付き合いを始めて

から10年程になります。くぬぎ教室のスタッフ

になってからはまだ一年です。

この教室はスタッフの年齢がさまざまで、教

室参加者にとっ

ては、スタッフ

の皆さんは近所

のおじさん、お

ばさん、お兄さ

ん、お姉さん、

友人のような存

在で、とっても

和やかな雰囲気

で活動しています。

それぞれの季節に合った行事（運動会・河原

でのバーベキュー・いも掘り等）や、食事づく

りを参加者とスタッフ、またスタッフ同士が協

力し合って行っています。文章を書くのが得意

な人、絵を描くのが上手な人、スポーツが好き

な人たちはそれを生かして活動に参加し皆一緒

につくりあげ、楽しんでいます。そしてこれら

の活動を通じ、お互いを理解し認め合っている

のがこの教室だと思います。

私はこれからもゆっくり、じっくりとこの教

室とお付き合いしていくつもりです。

くぬぎ教室参加者（本多）岸　満尾

くぬぎに入ってまる20年になります。くぬぎ

は自分にとってストレスかいしょうになりま

す。チームワークもOKです。

◆「くぬぎ教室」の活動内容◆

普段の活動は、本多・並木各館で分かれて行

っています。毎月第１日曜日に音楽・スポー

ツ・工作活動や、季節に合わせた行事を行い、

本多は第３土曜日、並木は隔月の第３日曜日に

サロン（食事作り）を実施しています。当日は、

イベントごとの担当参加者とボランティアスタ

ッフが一緒に進めます。年に２回、本多・並木

公民館のメンバー全員で交流する合同行事もあ

ります。

【ともに楽しむ仲間の存在】

くぬぎ教室スタッフ（本多）森　重隆

くぬぎ教室の魅

力は「共有」にあ

ると思います。私

がくぬぎ教室に参

加して９年ほどに

なりますが、これ

ほど続いている要

因としては、参加

者の皆さんとの意

識の共有にあります。最初に参加した際には交

流の仕方もわからず、お手伝いをしなければ、

という意識で参加していたのですが、活動を通

して彼らが必要としているものは「仲間」だと

気づかされました。

障害のある参加者を楽しませるのではなく、

ともに楽しむ、彼らとともにさまざまなものを

発見しながらともに成長していく、それほど尊

く幸せなことはないと私は考えます。くぬぎ教

室はそんな思いを体現し、仲間を作っていける

貴重な場所です。

並木　クリスマス会

本多　お菓子作り

　本多・並木公民館では、知的障害のある18歳以上の人のための

「くぬぎ教室」を毎月開催しています。幅広い年齢のボランティ

アスタッフのもと、毎回さまざまな活動を行っています。障害の

ある人たちが、たくさんの方たちとの出会いや、集団活動を通し

て地域とつながっていく場、障害のある人もない人もお互いが成

長し学んでいける場です。 
合同運動会 

16歳以上の方ならどなたでも参加できます。活動に少しでも関心のある方はぜひご参加ください。 

◆今後の活動予定◆　教　室⇒本多・並木公民館ともに２月６日（日）午前10時～午後３時 

　　　　　　　　　　
サロン⇒

本多公民館　２月19日（土）午後６時30分～８時30分 

　　　　　　　　　　　　　　並木公民館　２月20日（日）午前11時～午後１時30分 

ボランティアスタッフ募集中 
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　光　　２月１５日（火） 
　　午後６時30分～８時30分 

２月定例会日程 

★恋ヶ窪★ 

　次年度重点目標・事業計画に

ついて協議し、公民館を考える

事業が必要との意見がありまし

た。五館交流会での役割を決め

発表は「子どもと公民館のつな

がり」とすることにしました。 

★もとまち★ 

　都公民館研究大会、公民館事

業報告のあと、自主グループに

対して何ができるのかという諮

問の検討をし、公民館運営審議

会の立場から、現状の課題と論

点の整理をしていくことにしま

した。 

★並木★ 

　第12期委員に委嘱状を伝達、

委員長に光門富士実さん、副委

員長に千葉健一さんを選出しま

した。今後の日程を決め、重点

目標・主催事業・都公民館研究

大会について説明しました。 

　保育室活動は保育室に子どもを預けること

を通して、親たちの抱えている問題を語り合

う学習活動です。 

　平日の午前中定例的に公民館活動をするグ

ループ責任者は、曜日の希望やメンバーを事

前に公民館に連絡のうえ、調整会議に出席し

てください。 

　原則的に、年間24回程度のグループ活動、

保育室活動を考える会の参加などがあります。 

　保育対象は市内在住で４月１日に生後６カ

月以上の未就学児。参加できるのは一館です。 

本多：３月４日（金） 恋ヶ窪：２月２５日（金） 

光　：３月４日（金） もとまち：２月１６日（水） 

並木：３月７日（月） 

※時間は午前10時～正午 

No.５４３ 国分寺市立公民館だより ２０１１（平成２３）年２月１日（7）

民館には本当にお世話になりました。このたび

利用者代表として公民館運営審議会に参加する

ことになり、公民館について改めて考え、学ぶ機

会を与えていただいたことに感謝しております。

微力ながら並木公民館がますます地域の方々

にとって身近で楽しく有意義な場となるよう

に、他の委員の皆さんとともに活動していきた

いと思っています。

村田夏代子（利用者団体）

こんにちは。ある日思いがけな

いお役目に、最初困惑しました。

思い返せば、並木公民館の陶芸教

室で13年間の長い間お世話になりっぱなしでし

たので、この辺で恩返しをしなければと思い、切

り替えと立ち直りの早い私はお役目をいただい

た帰りの道すがら早くも気持ちを楽にしました。

先日の東京都公民館研究大会で小平に行きま

した。テーマは社会教育、これからの公民館で

した。新人の私には、ひたすら学びの場所でし

た。この気持ちを大切に、これからも務めます。

11月に、第12期並木公民館運営審議会が新た

にスタートしました。任期は’10（平成22）年11

月24日～’12（平成24）年11月23日の２年間です。

新委員４人の紹介をお届けします。

秋山槇夫（利用者団体）

2006年に並木公民館・農業体験

講座に参加しました。それまで数

年市民農園で野菜作りをしてきましたが、素人

の悲しさでまともにできず思案中でした。並木

公民館は周りを見ても畑の中にあり、このよう

な講座にうってつけの場所と思っています。講

座の中で行事担当をしています。

これからも地域に根ざした公民館としてそれ

ぞれの活動が活発になる様に、微力ながら尽く

していきたいと思っています。

千葉健一（くぬぎ教室スタッフ）

私は、並木公民館の知的障害の

ある人が集う「くぬぎ教室」のス

タッフとして参加して６年目になります。

公民館を取り巻く環境は変化していますが、

障害者・高齢者・現役世代・青少年・親子など

だれもがいつでも自由に利用しやすい場とし

て、また並木公民館ならではの地域の特色をい

かして地域の人々と密着した事業に取り組ん

で、個々の学びから地域のつながりをつくって

いく場を目指し前進することを期待します。

審議会委員として、その目指すものを具体的

なビジョンとして提示できるように他の委員と

も力を合わせて努力してまいります。

西原和子（利用者団体）

国分寺に暮らして15年がたちま

した。２人の子どもを六小、五中、

都立高校に通わせる中でPTA活

動やサークル活動などさまざまな場面で並木公
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再
生
紙
を
利
用
し
て
い
ま
す

公
民
館 

 
グループ名 

曜日 

時間 

入会金 

月額 

指導者（肩書） 

連絡先（電話） 

〒１８５－００１１  honda-kouminkan@city.kokubunji.tokyo.jp

〒１８５－００１３ koigakubo-kouminkan@city.kokubunji.tokyo.jp

〒１８５－００３４  hikari-kouminkan@city.kokubunji.tokyo.jp

〒１８５－００２２  motomati-kouminkan@city.kokubunji.tokyo.jp

〒１８５－０００５  namiki-kouminkan@city.kokubunji.tokyo.jp

http：//www.city.kokubunji.tokyo.jp

発　　行 休館日 

２/７  
２１ 

２/１１ 
２１ 
 

恋
ヶ
窪 

かみむらおう じ 

内　容　公民館管理業務・事務補助 

勤務館　本多公民館（自動車通勤不可） 

勤務日　月～日曜日　週２～３回程度 

時　間　①午前８時15分～午後４時45分 

　　　　②午後４時45分～10時15分 

　　　 （原則①と②の組み合わせです） 

時　給　850円　　募集人数　１人 

面　接　２月22日（火）午後２時から 

申込み　市指定の臨時職員履歴書用紙に記載し、

２月15日（火）午後５時までに本多公民館

に提出してください。※履歴書用紙は、

国分寺市ホームページからダウンロード

できます。市内各公民館にもあります。 

問合せ　本多公民館　�（042）321-0085

本多公民館　管理人募集 

本
　
多 

４月から勤務する60歳代前半までの臨時職員を募集します。 

つちはたようせき 

すが の 

かみさく 

国分寺市交響吹奏楽団 
ミニミニアンサンブルコンサート 
 
　少数アンサンブルの演奏を
お楽しみください。 

日　時　２月１３日（日） 
　　　　14：00～15：30 
会　場　本多公民館 
主　催　国分寺市交響吹奏楽団 
連絡先　神作�（042）207-6054 
　kokubunnjibrass.info 
　@gmail.com

ドキュメンタリー映画の上映とトーク 
　映画「またまた辺野古になるま
で」「One Shot One Kill」「アメ
リカばんざい」の上映と監督によ
るトークです。 
日　時　２月２０日（日） 
　　　　14：00～20：00 
講　師　藤本幸久さん（映画監督） 
参加費　1,000円 
会　場　本多公民館 
主　催　「辺野古を考える」しみんの会 
連絡先　菅野�（042）327-0671

第8回社交ダンスパーティー 

　みんなで楽しく踊りましょう。 
 
日　時　２月２０日（日） 
　　　　14：00～16：30 
参加費　700円（お茶代） 
会　場　並木公民館 
定　員　70人 
主　催　ハワイアンコールズ 
連絡先　木村　（042）316-6030

消しゴム印サークル 
自分だけの印を作りませんか 

なし  
 

1,800円 

第２水曜  
 

19：00～21：00

上村旺司 
（消しゴムアート研究会）  
鈴木　（042）301-1793（夜間） 

たまっこクラブ（親子リトミック） 
歩ける１歳からの幼児とその親が対象。ピ
アノに合わせてリズム遊びをしましょう 

500円 
 

3,600円 
年会費2,000円  

月４回火曜 
 

10：00～12：00

齋藤かおり・中野香織 
 
小磯　（042）304-3925

ジュニア囲碁クラブ 
小学生以上が対象の囲碁を楽しく学ぶサ
ークルです 

なし 
 

500円 

月４回土曜 
 

10：00～11：30

緑川四郎 
 
e木　（042）301-2614（夜間） 
　 mamataka@jcom.home.ne.jp

恋ヶ窪水墨画 
墨と筆だけで表現できる水墨画を楽しみ
ませんか 

なし 
 

3,000円 

第１・４月曜 
 

13：30～15：30

土端羊石（国際墨画協会） 
 
山田　（042）321-2145


