
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。
市のホームページ http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/　本多糸honda-kouminkan@city.kokubunji.tokyo.jp　恋ケ窪糸koigakubo-kouminkan@city.kokubunji.tokyo.jp
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本 多 公 民 館 参（042）321-0085

恋ケ窪公民館 参（042）324-1926

光 公 民 館 参（042）576-3991

もとまち公民館 参（042）325-4221

並 木 公 民 館 参（042）321-9971

編集・発行：国分寺市立公民館

3月15日号

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
３月 16日（月） 16日（月）、21日（祝）

４月 ６日（月）、20日（月） 20日（月）、29日（祝）

会
場
受
付
開
始
日

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）

６月分 ４月27日（月） ５月１日（金） ４月27日（月） ５月１日（金） ４月27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。４月分の申し込みは随時受け付けています。

　まちで困っている障害者がいたら、声をかけ
ていきたいものです。しかし、どう声をかけた
らよいのかと悩む人も多いのではないでしょう
か。一緒に考えてみませんか。
日　時　３月29日（日）　午後２時～４時
講　師　堀江まゆみさん（白梅学園大学）
会　場　並木公民館　　定　員　20人
　　　　 ３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）

　昨年10月に続き４月４日（土）に再び『皆既月
食』が見られます。皆既月食観察や宇宙の話を
聞き素晴らしい天体ショーを満喫しましょう。
日　時　４月４日（土）　午後７時～９時30分
講　師　大金要次郎さん（ひかり天体観測所）
会　場　光公民館
定　員　30人　※小中学生は保護者同伴
共　催　ひかり星の会　光公民館
　　　　 ３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）

　地元農家の協力を得て、メンバーで話し合い
ながら野菜作りをします。公民館まつりなど公
民館行事へも参加します。
日　程　４月～翌年３月
　　　　原則毎週火・金曜日　午前中
開講式　４月10日（金）　午前10時～午後２時
定　員　 40人（年間継続して参加し、農作業の

できる人）
会　場　並木公民館
　　　　実習農場（公民館から徒歩６分）
材料費　年10,000円（種・資材代等）初回集金
　　　　 ３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）

　本多・並木公民館で行う知的障害のある人のための教室です。地域のボランティアスタッフ
と一緒に、毎月さまざまな活動を行っています。一緒に活動しませんか。
【対象者】・「愛の手帳」２～４度を持つ人　・市内在住で４月１日現在、満18歳以上の人
　　　　・本人が自分で来館、または保護者等の送迎可能な人
　　　　・継続的な集団活動や社会教育活動を理解し、希望する人
【くぬぎ教室の概要・募集人数・申込み】
館名･定員 本多　定員40人 並木　定員25人

活動日
・第１日曜日　午前10時～午後３時
・第３土曜日　（年７回）
　午後６時30分～８時30分

・第１日曜日　午前10時～午後３時
・第３日曜日（６・10・２・３月）
　午前10時30分～午後１時30分

活動場所 本多公民館　ほか 並木公民館　ほか

活動内容 音楽・ダンス・お菓子作り・夕食作り
一日おでかけ・クリスマス会　ほか

歌・和太鼓・芋掘り・一日おでかけ・料理・
パン作り・運動会・クリスマス会　ほか

対象地域 東元町・西元町・南町・泉町・本町・
本多・東恋ヶ窪・西恋ヶ窪

東戸倉・戸倉・日吉町・内藤・北町・光町・
富士本・新町・並木町・高木町・西町

説明会 ３/29（日）午前10時から　本多公民館 ３/28（土）午後１時30分から　並木公民館
申込み ３/19（木）までに参加申込書を希望する公民館へ
※今回募集した方の参加は５月10日（日）からです。参加申込書は本多・並木公民館にあります。

　東日本大震災から４年。首都直下型地震に備
えて、このまちから一人の犠牲者も出さないた
めに、子育て中の方や、高齢者、外国人、みん
なで防災を考えます。
日　時　３月28日（土）　午前10時～正午
コーディネーター　野元弘幸さん（首都大学東京）
会　場　光公民館
定　員　40人※子ども連れの方もお待ちしています
　　　　みんなで防災2015（光公民館活動グループ）
　　　　光公民館
　　　　 ３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）

　子どもから大人まで皆で、パントマイム・不
思議なマジック・軽妙なタップダンス等多彩な
芸をお楽しみください。
日　時　３月30日（月）
　　　　①幼児　午前11時～11時45分
　　　　②小学生以上　午後２時～３時
　　　　　※開場は上演30分前
出　演　マイムランド
会　場　本多公民館
定　員　各回100人
共　催　本多児童館　本多公民館
　　　　 ３月17日（火）午前９時から本多公民館

で、午前10時から本多児童館で整理券
を配付します（先着順）

　昔の人たちが食べたおやつ
を一緒に作りましょう。本多
地域の昔のお話も聞けます。
どなたでもどうぞ。
日　時　３月28日（土）　午前10時～正午
指　導　国分寺を知る会メンバー
会　場　本多公民館
定　員　15人
持ち物　エプロン　三角巾　ふきん
材料費　200円（前日までに持参）
　　　　 ３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）

　グループが講演会・学習会等の企画運営をし、
公民館と共催して実施する「グループ企画事業」
の説明会をします。平成27年度中にこの事業の
実施を考えているグループは、前日までに連絡
のうえ、説明会に出席してください。
日　時　４月22日（水）　午前10時～正午
内　容　・グループの企画について
　　　　・事業の進め方と手続きについて
会　場　本多公民館

　３月から公民館のツイッター
を開始しました。各館の事業募
集や応募状況、会場受付開始日
などをツイートしていきます。
国分寺市ホームページのトップ
ページ「広報」からご覧ください。

福祉講演会

みんなで暮らす・生きる

農業体験講座農業体験講座

みんなで防災を考えるつどい

道道
ピ エ ロピ エ ロ

化師化師からのからの
おくりもの

パントマイムとマジック公演パントマイムとマジック公演

本多・並木くぬぎ教室参加者募集本多・並木くぬぎ教室参加者募集

グループ企画事業説明会のお知らせ

公民館の
ツイッターを
始めました

昔のおやつ 第２弾

蒸しまんじゅう作り蒸しまんじゅう作り

春休み親子シアター

不

皆既月食皆既月食をを見よう見よう

地震災害地震災害にに強強いいまちづくりまちづくりをを目指して目指して

　　　⎧　　　｜申込み⎨　　　｜　　　⎩

　　　⎧申込み⎨　　　⎩

　　　⎧申込み⎨　　　⎩

　　　⎧申込み⎨　　　⎩

　　　⎧共　催⎨　　　⎩

　　　⎧申込み⎨　　　⎩

　　　⎧申込み⎨　　　⎩



キ

光糸hikari-kouminkan@city.kokubunji.tokyo.jp　もとまち糸motomati-kouminkan@city.kokubunji.tokyo.jp　並木糸namiki-kouminkan@city.kokubunji.tokyo.jp

2 No.593平成27（2015）年3月15日

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。

グループ名 活動日時 会　場 入会金 会　費 問い合わせ 備　考

恋ヶ窪吟詠部 第１・３水曜午後１時～５時 本多 1,000円 月2,500円 寺沢参（042）323-0546 初心者歓迎。中高年対象

日本民謠ｕ 第１・３木曜午後６時～８時 本多 1,000円 月4,000円 長峯参（042）322-0369 初心者歓迎。ふるさとの心を謡おう

楊名時太極拳国分寺同好会
雲
ゆんしょう

手クラブ
毎週水曜午前10時～11時30分 もとまち 1,000円 月2,000円 飯塚参（042）328-8440 中高年者歓迎。太極拳でロコモ対策を

並木傾聴サロン ひだまり 第３金曜午前10時～正午 並木 500円 月500円 寺﨑参（042）301-2698 話を聴き合う女性のための傾聴グループ

ボーイスカウト国分寺第2団 月２回日曜午前９時～正午 並木 5,000円 月2,750円 池澤 （090）2325-2707 男女小学１年生以上。野外活動。工作等

　公民館保育室活動は、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。
　５月から平日の午前中、定例的に公民館活動
を行うグループは、活動曜日の希望およびメン
バーについて、利用する公民館に調整会議の１
週間前までに連絡のうえ、ご出席ください。
　グループ活動のほかに、保育室利用者懇談会
への出席や公民館祭への参加などがあります。
　対象は市内在住で保育開始月に生後６か月以
上の未就学児。参加できるのは１館です。
本　多 ４月16日（木）午前10時10分～11時
恋ケ窪 ４月17日（金）午前10時～11時
光 ４月16日（木）午前10時～11時30分

もとまち ４月21日（火）午前10時～11時
並　木 ４月14日（火）午前10時～11時

　国分寺市制施行50周年を迎えたこの一年を振
り返ります。
公民館課の設置
　昨年４月に、教育委員会に公民館課を設置し、
課長を配置しました。公民館課長は本多公民館
長を兼務しています。
公民館運営審議会の統合
　市全体の公民館のあり方を調査審議するため
に、各館にある公民館運営審議会を統合し、一
つの運営審議会を設置する方向で検討してきま
した。来年度から新たな公民館運営審議会が発
足します。
小・中・高校生を対象にした事業
　各館で、小中高校生の学習支援と居場所づく
りを目的として、「夏季自習室」を実施しました。
また、学習支援の一環として、本多は小・中学
生を対象に、恋ケ窪は小学生を対象に「公民館
学習室」を、地域の学生や市民の協力のもとに
開催しました。
各公民館での主な取り組み
　保育付きの講座を増やし、乳幼児の親が学習
できる機会を設けました。また、市民スタッフ
等の協力により、知的障害者を対象にした本多・
恋ケ窪・並木のくぬぎ教室や外国人に向けた光
の生活日本語教室、グループとの協働事業など
を実施しました。
　本多は「食」を考える講座や異世代交流事業
「世界をEnjoy」などの新しい内容の事業を開
催しました。恋ケ窪は、利用グループや大学院
生などと連携した環境に関する講座や講演会を
開催しました。光では宿泊を伴う防災学習会お
よび施設の特性を活かしたライブ事業を実施し
ました。もとまちは、近隣市の自然や環境問題
を野外での講座を通じて学びました。並木では
日常生活と密着した事業として料理講習会や老
い支度を考える講座等に取り組みました。

　今後も、人をつなぎ、学び合う場としての公
民館事業を進めていきます。

公民館課の設置

公民館運営審議会の統合

小・中・高校生を対象にした事業

各公民館での主な取り組み

　平成27年度の公民館の取り組みや事業につい
てお知らせし、グループ活動などについて話し
合います。どうぞご参加ください。
本　多 ４月13日（月）午前10時～正午
恋ケ窪 ４月１日（水）午前10時30分～正午
光 ４月18日（土）午前10時～正午

もとまち ４月18日（土）午前10時～正午
並　木 ４月24日（金）午前10時～正午

　地域の特色ある公民館づくりに向けて、「公
民館運営サポート会議」を、５月に各館に設置
します。委員の任期は２年です。
　サポート会議の「利用者」委員の候補者を推
薦していただくために利用者懇談会を開催しま
す。恋ケ窪は春の利用者懇談会で候補者を推薦
していただきます。
本　多 ４月６日（月）午前10時～11時30分
光 ３月30日（月）午前10時30分～正午

もとまち ３月28日（土）午前10時～正午
並　木 ３月30日（月）午前10時～11時30分

クラシックギター講習会　初心者歓迎
日　時　４月２日～６月25日（木）（全10回）
　　　　13：00～15：00
講　師　久保公二さん
会　場　恋ケ窪公民館
主　催　ギターロマンセス
申込み　田島参（042）320-2270

　公民館は、社会教育法に基づいた市民のため
の学習・文化活動を行う施設です。公民館では、
①主催事業（講座・講演会・映画会など）の実施、
②グループ活動や集会への会場提供、③自主活
動のための印刷機・備品の貸し出しなどを通し
て市民の学習要望に応えています。
主催事業に参加するには
　公民館では市民を対象に、講座・講演会・映
画会などの事業を行っています。材料費や交通
費以外、主催事業への参加は無料です。
　準備会を開催する事業もあり、皆さんのご意
見を伺いながら企画します。これらのお知らせ
は、毎月15日発行の公民館だより「けやきの樹」
やホームページでご覧いただけます。
会場を利用するには
　公民館は、市内在住・在勤・在学者の自主的
なグループ活動や老人クラブ、自治会、ＰＴＡ
の会合などに利用できます。宗教活動や営利を
目的とした活動には利用できません。
　ロビーやサロン、中庭などの予約なしで使え
るスペースは、個人の利用も可能です。
公民館を利用できるグループとは
① 固定した会員がいて、構成員の過半数が市内
在住・在勤・在学者であること。本多は市外
者が過半数の場合も有料で利用できます

②会員の総意でグループが運営されていること
③会計報告がされていること
④指導者と代表者が別であること
グループ活動への援助
　グループ活動のために印刷機・複写機やロッ
カー・連絡箱が使えます。手続きが必要です。
印刷機は一年度に120製版まで（用紙はその都度
持参）、複写機は一年度にカウンター回数150回
まで利用できます。利用する公民館へＡ３用紙
150枚（Ａ４用紙の場合300枚）を預けてください。
　メンバーの募集や公開事業の参加者募集など
を公民館だよりに掲載することができます。
グループ活動に参加するには
　公民館だよりのグループネットワーク欄にグ
ループの会員募集が掲載されています。また、
各公民館にグループ紹介カードやグループのポ
スター・チラシ等があります。
保育室を利用するには
　本多・光・もとまち・並木公民館の保育室は、
学習会などで会場を利用するグループが、午前
８時30分～午後５時までの間に乳幼児の保育を
する場合に使用することができます。事前に保
育概要の申請と打ち合わせが必要です。
利用時間
　［午前］　午前８時30分～正午
　［午後］　午後１時～５時
　［夜間］　午後６時～10時　
休館日
　［本多］　 第１・３月曜日（休日に当たる場合

を除く）、年末年始
　［恋ケ窪・光・もとまち・並木］
　　　　　第３月曜日、休日、年末年始

グループの催し物
「本当のフクシマ」写真展
福島県の三春町在住の写真家飛田晋秀作品展。
日　時　３月21日（土）～22日（日）
　　　　10：00～17：00（初日は20：00まで）
会　場　本多公民館
主　催　月桃の花歌舞団・三多摩
問合せ　中川参（042）323-3171

　

保育調整会議保育調整会議
平成27年度の活動グループ募集平成27年度の活動グループ募集

春の利用者懇談会

臨時利用者懇談会
公民館運営サポート会議候補者選出のための

子ども農業体験講座（並木）子ども農業体験講座（並木）

一年を振り返って一年を振り返って 公民館利用案内公民館利用案内


