
主催事業は市民対象で、参加費は無料です。材料費は個人負担です。本人の都合での取り消しの場合はお支払いいただきます。
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国分寺市制施行50周年記念

　災害時、小さい子どものいる親はどのような
状況に置かれるのでしょう。1000年に一度の大
地震に遭遇した親たちの実体験を基に備えにつ
いて学びましょう。
日　時　２月27日（金）　午後１時～３時
講　師　（社）Stand for mothers
会　場　恋ケ窪公民館
定　員　20人
託　児　10人（生後６か月～未就園児）
費　用　500円（防災食）
　　　　 ２月17日（火）午後１時から電話または

直接恋ケ窪公民館へ（先着順）

　大災害発生直後は自助・共助が重要な役割を
果たします。事前の備え、普段からの地域のつ
ながり、そして災害発生後の支え合いについて
今一度考えてみましょう。
日　時　２月28日（土）　午前10時～正午
講　師　伊藤秀行さん（防災士）
会　場　本多公民館
共　催　本多連合町会 防災安全課 本多公民館
申込み　不要。直接会場へ

　さまざまな社会の変化に応じた、これからの
公民館について考えます。
月日 内容 講師

２･26（木） 公民館運営審議
会の役割

佐藤一
かつ

子
こ

（法政大学）

３･３（火）
地域の公民館を
考える組織

小平市公民館
友の会、小金
井市公民館企
画実行委員３･12（木）

３･17（火） これからの本多
公民館を考える 佐藤一子

時　間　午前10時～正午
会　場　本多公民館
定　員　30人
協　力　本多公民館運営審議会
　　　　 ２月17日（火）午前９時から電話または

直接本多公民館へ（先着順）

　本多・恋ケ窪・並木公民館では、18歳以上の
知的障害者を対象とした「くぬぎ教室」を開催
しています。本多・恋ケ窪と並木公民館では、
１年間の活動の発表、報告を行います。
　教室への参加希望者や地域の皆さん、ぜひお
越しください。

〈本多・恋ケ窪合同発表会〉
日　時　３月１日（日）　午後１時～３時　
会　場　本多公民館
内　容　 うた・ダンスの発表　みんなでレクリ

エーション　ほか

〈並木報告会〉
日　時　３月１日（日）　午後１時～３時　
会　場　並木公民館
内　容　和太鼓　合唱　作品の展示　ほか

　本多公民館の近くの小・中学校のあゆみや、
それぞれの世代の先人たちの学校での思い出話
にふれ、校歌を歌い継ぎます。地域・国分寺の
あゆみを繋ぎ、ふるさとを思う機会にします。
日　時　３月15日（日）　午後２時～４時
内　容
　〈オープニング　ホッチがやってくる〉
　　演奏　国分寺消防少年団鼓笛隊
　　　　　ミッキーマウス・マーチ　ほか４曲
　〈１部　地域の学校の思い出〉
　　親子三代三小育ち　萩原昌幸さん（本多）
　　七小むかしと今　　佐藤昌宏さん（本町）
　　二中開校当時を語る～60年前の中学校
　　　　　　　　　　石田寿文さん（元教諭）
　〈２部　各校の校歌を歌う〉
　　三小　むさしのにわれら育てば
　　七小　白い校舎はひにはえて
　　二中　光はまさに東より
　〈フィナーレ　会場唱（花、国分寺市の歌）〉
会　場　本多公民館
定　員　200人　
企画運営　本多公民館地域協働事業実行委員会
　　　　 ２月17日（火）午前９時から本多公民館

で整理券を配付します（先着順）
※展示も同時に行います。

　本多公民館・図書館では、災害等に備え避難
訓練を行います。当日公民館を利用予定のグ
ループの方も協力をお願いします。また、炊き
出し講習会をあわせて実施します。
日　程　３月11日（水）

① 炊き出し講習会 11：00～12：30

② 避難訓練 11：30～12：00

※①②参加者ともに、終了後試食会あり
会　場　本多公民館
定　員　①のみ20人
協　力　国分寺市赤十字奉仕団
　　　　 ①のみ２月17日（火）午前９時から電話

または直接本多公民館へ（先着順）

公民館 本多 恋ケ窪 光 もとまち 並木

住所
〒185-0011 〒185-0013 〒185-0034 〒185-0022 〒185-0005

本多１-７-１ 西恋ヶ窪４-12-８ 光町３-13-19 東元町２-３-13 並木町２-12-３

休館日
２月 16日（月） 16日（月）

３月 ２日（月）、16日（月） 16日（月）、21日（祝）

会
場
受
付
開
始
日

４月分 ３月２日（月） ３月２日（月） ２月23日（月） ３月２日（月） ２月23日（月）

５月分 ４月６日（月） ４月１日（水） ３月30日（月） ４月１日（水） ３月30日（月）

時間 9：00～9：30 10：00～10：15 9：20～9：50 8：45～9：00 9：10～9：30

※電話での受け付けは、午後1時から。もとまちは、午前10時から。３月分の申し込みは随時受け付けています。

公民館運営審議会日程

光 ３月９日（月）
18：30～20：30

もとまち ３月13日（金）
18：30～20：30

並　木 ３月３日（火）
18：00～20：00

※ 定例会は、どなたでも傍聴できま
す。詳しくは公民館にお問い合わ
せください。

本多公民館・図書館防災訓練

子ども子どもののいのちいのちをを守れる親守れる親にになろうなろう

託児付き　子育て防災講座 防災講演会
震災における地域のつながり

地域の学校のあゆみと校歌

公民館を考える講座公民館を考える講座
これからの本多公民館を考えるこれからの本多公民館を考える

くぬぎ教室　発表会・報告会くぬぎ教室　発表会・報告会

本多・恋ケ窪・並木本多・恋ケ窪・並木

　20世紀の喜劇王チャールズ・チャップリンの
初期の短編作品を上映します。
上映作品　 チャップリンの掃除番　チャップリン

の拳闘　チャップリンの寄席見物　
チャップリンの女装　チャップリンの
悔悟　チャップリンのカルメン

日　時　３月５日（木）　①午前10時～正午
　　　　　　　　　　　②午後２時～４時
会　場　恋ケ窪公民館
定　員　各回30人
共　催　シネマ恋ヶ窪　恋ケ窪公民館
　　　　 ２月17日（火）午前９時から電話または

直接恋ケ窪公民館へ（先着順）

シネマ恋ヶ窪　上映会シネマ恋ヶ窪　上映会

チャップリン作品集チャップリン作品集

　　　⎧申込み⎨　　　⎩

　　　⎧申込み⎨　　　⎩

　　　⎧申込み⎨　　　⎩

　　　⎧申込み⎨　　　⎩

　　　⎧申込み⎨　　　⎩

地域協働事業 パート３

国分寺のむかしむかし国分寺のむかしむかし

みんなでフォークダンス（本多）
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グループネットワーク　会員募集　　※無料体験・見学ができます（材料費が必要になる場合もあります）。詳しくは､ グループへお問い合わせください。

　東海道新幹線開業50周年、東京駅開業100周
年など、昨年は日本の鉄道にとって節目となる
年でした。鉄道に関して、さまざまな切り口か
ら学びましょう。

日時・内容等 会　場

①

３・８（日）午前10時～正午 ひかりプラザ
内　容　鉄道技術の歴史
講　師　小野田　滋さん
　　　　（鉄道総合技術研究所）

②

３・15（日） 鉄道博物館

集　合　 午後１時　ニューシャトル鉄道
博物館駅改札前

解　散　午後３時ころ
入場料　1,000円（当日集金）

定　員　両日とも参加できる25人
　　　　 往復ハガキに講座名・住所・氏

ふりがな

名・年齢・
電話番号を明記（１枚につき１家族３
人まで）。返信面にも住所・氏名を明記
のうえ、２月26日（木）必着で光公民館
（住所は表面参照）へ。多数の場合抽選

　色紙に春の花を描きます。日本画は敷居が高
そうと感じている方、初心者の方も、講座を機
に日本画に親しんでみませんか。
日　時　３月３日・10日・17日（火）
　　　　午後１時～４時
指　導　四

しじゅうから

十雀（光公民館日本画グループ）
会　場　光公民館　　定　員　15人
持ち物　 ＨＢ鉛筆またはボールペン　４B鉛筆

タオル
材料費　500円（初回集金）
　　　　 ２月17日（火）午前９時から電話または

直接光公民館へ（先着順）

　これからの人生を楽しく自分らしく生きるた
めに気になる話題をわかりやすく解説します。
皆さんの疑問を楽しく解消しましょう。

月日 内　容

① ３･４ 知らないと損をする相続・遺言の
あれこれ

② ３･11 大切なお金の守り方～犯罪手口から成年後見制度まで

③ ３･18
老い支度の整え方
～成年後見制度から遺言、ライフ
プランノートの作り方まで

日　時　水曜日　午後１時30分～３時30分
講　師　本間由

ゆう

也
や

さん（弁護士）
　　　　※ ②小金井警察署③社会福祉協議会の

方と一緒にお話をします。
会　場　並木公民館
定　員　20人
　　　　 ２月17日（火）午前９時から電話または

直接並木公民館へ（先着順）

　古来の日本伝統文化の墨絵の技法を楽しく見
て学びます。初心者から中級者まで。
日　時　３月７日・14日（土）　午後２時～４時
講　師　土

つちはた

端羊
ようせき

石さん
　　　　（日中水墨画交流協会会員）
会　場　並木公民館
定　員　20人
持ち物　硯

すずり

　墨　筆　習字用紙　筆洗い容器
　　　　（自宅にあるもので可）
企　画　並木墨画会
　　　　 ２月18日（水）午前９時から電話または

直接並木公民館へ（先着順）

　大地震発生を想定し、避難訓練を行います。
国分寺消防署による消火訓練も行います。
日　時　３月４日（水）　午前10時～11時
内　容　午前10時から　避難・誘導
　　　　午前10時30分から　消火訓練等
会　場　もとまち公民館・図書館
　　　　東・西元町防災会
　　　　もとまち公民館・図書館
申込み　不要。直接会場へ

グループ名 活動日時 会　場 入会金 会　費 問い合わせ 備　考

民謡火曜会 第２・４火曜午後１時～５時 本多 なし なし 寺沢参（042）323-0546 初心者歓迎。中高年対象
女声アンサンブル
ノイエ・ブルーメン 毎週木曜午後１時～３時 本多 2,000円 月4,500円 羽田参（042）324-8889 ともに良い演奏会を目指せる方50代まで

清風会（詩吟） 毎週土曜午後１時30分～３時30分 光 なし 月2,000円 武田参（042）575-1574 腹式呼吸で健康寿命を延ばしましょう

カラオケ同好会ブルースカイ 第１・３水曜、第２・４土曜午後１時～４時30分 並木 なし 月1,200円 細野参（042）572-4648 譜面を教材に楽しい歌を学習します

気になりませんか こんなこと気になりませんか こんなこと
知って得する法律講座知って得する法律講座

現代的な課題を考える講座現代的な課題を考える講座

グループ企画事業グループ企画事業

すばらしい水墨画入門講座すばらしい水墨画入門講座

　市内在住の山谷初男さんによる朗読と唄をお
楽しみください。北国に伝わる感動の名作「花
さき山」などを秋田弁で語ります。
日　時　３月８日（日）　午後１時30分～３時
出　演　山

やま

谷
や

初
はつ

男
お

さん（俳優）
内　容　朗読（花さき山、和尚と寒の風）と唄
会　場　並木公民館
定　員　70人
　　　　 ２月17日（火）午後１時から電話または

直接並木公民館へ（先着順）

朗読会朗読会

朗読と朗読と唄唄
うたうた

の世界の世界

　本多・光公民館で定期的に活動するグループ
は、団体連絡箱・グループロッカーなどを使用
することができます。希望するグループは、そ
れぞれの館にお申し込みください。
使用期間　４月から１年間
使用条件　１グループ１か所のみ
　　　　　本多　３月13日（金）まで
　　　　　光　　３月30日（月）まで
　　　　　※多数の場合抽選

　抹茶を飲みながら日本文化に触れ、くつろぎ
のひと時を過ごしませんか。子どもから大人ま
で、作法を知らないという方も気軽にお立ち寄
りください。立礼席もあります。
日　時　３月26日（木）　午後１時～３時
　　　　（抹茶・菓子がなくなり次第終了）
会　場　光公民館　　茶菓子代　１席100円
協　力　 茶

さ け

慶の会　志野の会　清友会　市立第
三中学校茶道部　都立国分寺高校茶道部

申込み　不要。直接会場へ

春春ののお茶会お茶会

　「子どものためって本当かな…」「子どものた
めってどういうことだろう…」。“毒親”（子ど
もの人生に悪影響を与える親）について一緒に
考えてみませんか。
日　時　３月７日（土）　午前10時～正午
講　師　近藤牧子さん（早稲田大学）
会　場　光公民館　　
定　員　15人
保　育　 講座当日に生後６か月～未就園児10

人。２月28日（土）にオリエンテーショ
ン。おやつ代は子ども１人２回分80円
（２月28日集金）

企　画　くれよん
　　　　 ２月17日（火）午後１時から電話または

直接光公民館へ（先着順）

子どもの幸せのために子どもの幸せのために
親ができること親ができること

住民自主講座住民自主講座

地域還元講座

日本画に親しみましょう日本画に親しみましょう
おとなの社会科見学

鉄道の歴史を学ぶ鉄道の歴史を学ぶ

もとまち公民館・図書館防災訓練もとまち公民館・図書館防災訓練

　欧州クラシック音楽（ルネサンス期～ロマン
派）について、その成立過程および音楽が生活
に根付いている状況を、各時代の代表的な曲を
挙げながら考えていきます。

月　日 内　容

① ３･７（土）ルネサンス・バロック期ヴィヴァルディ《四季》

② ３･22（日）古典派の時代　モーツァルト《フィガロの結婚》

③ ３･28（土）ロマン派の時代ベルリオーズ《幻想交響曲》
時　間　午後２時～４時
講　師　安田和信さん（桐朋学園大学）
会　場　光公民館
定　員　25人
　　　　 ２月17日（火）午前10時から電話または

直接光公民館へ（先着順）

世界の文化世界の文化

クラシック音楽の楽しみクラシック音楽の楽しみ
欧州音楽散歩欧州音楽散歩 　　　⎧申込み⎨　　　⎩

　　　⎧申込み⎨　　　⎩

　　　⎧申込み⎨　　　⎩

　　　⎧申込み⎨　　　⎩

　　　⎧共　催⎨　　　⎩

　　　⎧申込み⎨　　　⎩

　　　⎧申込み⎨　　　⎩

　　　　⎧　　　　｜申 込 み⎨　　　　｜　　　　⎩

　　　⎧　　　｜　　　｜　　　｜申込み⎨　　　｜　　　｜　　　｜　　　⎩

平成27年度　本多・光公民館　団体連絡箱・平成27年度　本多・光公民館　団体連絡箱・
グループロッカー使用申込みについてグループロッカー使用申込みについて


