
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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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
４月 20日（月） 20日（月）、29日（祝）

５月 18日（月） ３日・４日・５日（祝）　６日（振休）　18日（月）

会
場
受
付
開
始
日

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）

７月分 ６月１日（月） ６月１日（月） ５月25日（月） ６月１日（月） ５月25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。５月分の申し込みは随時受け付けています。

○詳しくは会場で配布のチラシをご覧ください。
○５月14日（木）～17日（日）の夜間は休館します。
○ 期間中は終日、印刷機・複写機などの利用は
できません。
○車での来場はご遠慮ください。

催し物
ビーズ体験 ５/15（金） 10：30～品切れまで
廃棄物・分別相談 ５/16（土） 10：00～14：00

５/17（日） 10：00～11：30
陶器市 ５/16（土） 11：00～品切れまで
応急救護 ５/16（土） 13：00～15：00
健康チェック ５/17（日） 10：00～16：00
すいとん（炊き出し訓練） （無料）

５/17（日） 12：00～品切れまで

展　示
５/15（金）～17（日）　10：00～16：30※最
終日は16：00まで　絵画・水墨画・写真・
陶芸・華道・川柳・パッチワーク・折
り紙・活動紹介（くぬぎ教室 ほか）

舞台発表
５/15（金）　10：30～15：30
童謡・太極拳・吟詠・歌謡コーラス・社交ダンス
５/16（土）　10：00～16：30 
ピアノ演奏・社交ダンス・ハワイアン演奏・タンゴ
の演奏・ハワイの音楽・ハーモニカ演奏・抜刀披露
５/17（日）　10：00～16：00
ギター合奏・女声コーラス・合唱と踊り・バンド
演奏・ピアノ演奏・バランスボール

資料展示
５/15（金）～17（日）
９：30～17：00
国分寺市の地域資
料の展示

リサイクル拠点収集
５/15（金）～17（日） 10：00～16：30
※最終日は16：00まで　ぬいぐる
み、靴、かばん、ベルト類などの
再利用できるものの収集

模擬店（有料）
焼き菓子 ５/15（金）～17（日） 10：00～16：00
野菜・花苗・焼き菓子 ５/16（土） 10：00～14：00
野菜・苗（花・野菜）

５/16（土）・17（日） 10：00～品切れまで
綿菓子 ５/16（土）・17（日） 10：00～品切れまで
焼きそば・団子 ５/16（土） 11：00～品切れまで
喫茶・自主製品販売 ５/17（日） 10：00～15：30
焼きそば ５/17（日） 11：00～品切れまで

５月15日５月15日（金）（金）　10：00～10：30　10：00～10：30 ５月15日５月15日（金）（金）・16日・16日（土）（土）・17日・17日（日）（日）日 程開会式

会場　並木公民館　　共催　並木公民館まつり実行委員会・並木公民館

並木公民館まつり並木公民館まつり  手をつなごう並木の和手をつなごう並木の和第26回
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　平成27年秋に、本多公民館
ホールの天井と設備の改修工
事を行う予定です。工事期間
中はホール、会議室Ａ、会議
室Ｂが使用できません。工事
の日程については、決まり次
第お知らせします。

　今年８月に実施するライブ事業に関する運営のしかたやエントリー条件などについて話し合い
ます。運営に興味を持っている人などの参加をお待ちしています。
日　時　４月24日（金）午後６時～７時30分　　会　場　光公民館　　申込み　不要。直接会場へ

　共に学び合い育ち合うプログラムを通じて、
自分のこと、家族や地域とのかかわりを見つめ
直しませんか。それぞれが自分らしく健やかに
暮らしていける関係を育んでいきましょう。
日　時　５月28日～11月26日（木）　全18回
　　　　午前10時～正午
講　師　石山恭子さん
　　　　（NPO法人子育て支援グループamigo）
会　場　光公民館
対　象　光公民館へ徒歩か自転車で通える親子
保　育　教室初日に生後６か月以上15人
おやつ代　子ども１人13回分520円（初回集金）
　　　　 ５月10日（日）までに電話または直接光

公民館へ。教室未経験者優先。多数の
場合抽選。定員に満たない場合は５月
11日（月）以降先着順

※他の４館は秋から実施します

　みんなで畑に出て、種まき、栽培、収穫など
を楽しみませんか。イチゴやブルーベリー摘み、
秋に芋掘りを予定しています。
日　時　５月９日～７月25日（土）
　　　　11月８日（日）　全９回
　　　　午前９時～11時
講　師　並木公民館農業体験講座参加者
会　場　並木公民館近隣の畑
対　象　小学２年生～中学生
定　員　20人
参加費　1,000円　※４月23日（木）までに持参
持ち物　シャベル　軍手　長靴　帽子　水筒
服　装　汚れてよいもの
　　　　 ４月16日（木）午前９時から電話または

直接並木公民館へ（先着順）

地域で育つ親と子の暮らし地域で育つ親と子の暮らし
幼い子のいる親のための教室幼い子のいる親のための教室

畑で種まきから
　　　収穫までを楽しむ

子ども農業体験講座

LIVE☆HIKARILIVE☆HIKARI/PIKA☆ROCK 58/PIKA☆ROCK 58 企画委員会実施のお知らせ

本多公民館ホールの
改修工事について

　　　⎧申込み⎨　　　⎩

　　　⎧　　　｜　　　｜申込み⎨　　　｜　　　｜　　　⎩
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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。

グループ名 活動日時 会　場 入会金 会　費 問い合わせ 備　考

きしゃぽっぽ（親子リトミック）月３回火曜午前10時～正午 光 500円 月3,000円 宮崎 （090）9959-4557 季節の歌や造形を楽しみましょう

　教育委員会の教育目標を基本理念とした「国
分寺市教育ビジョン」の実現に向けて、公民館
事業を実施していきます。
〈全館で実施する事業〉
　公民館まつりはグループ活動の成果を発表す
る場、地域をつなぐ役割として行います。幼い
子のいる親のための教室等を開催し、保育室に
子どもを預け親も子も育ち合う保育室活動を行
います。また、中学生の協力を得て実施してい
る初級パソコン教室を継続します。利用者懇談
会等を適宜開催し、利用者の意見を伺います。
利用者の意見は運営サポート会議で話し合った
り、公民館運営審議会に諮り運営に取り入れて
いきます。
　主催事業の内容と応募方法は、毎月15日発行
の公民館だより「けやきの樹」や市のホームペー
ジ、ツイッターをご覧ください。なお、開催時
期が変更になることもあります。

今年度の事業予定を今年度の事業予定を
お知らせしますお知らせします

光公民館
・市民が集い、つながりあえる公民館を目指す
・地域と共に創り上げる事業の実施
・異世代・異文化交流事業の充実

外国人のための生活日本語教室………４～３月
野外講座…………………………………５・11月
女性のための健康講座………………………６月
夏休み子どもクッキング……………………７月
働くママへのごほうび講座（保育付）…７～12月
おとなの社会科見学……………………７・３月
ＬＩＶＥ☆ＨＩＫＡＲＩ………………８・２月
初級パソコン講座……………………………11月
年中行事講座…………………………………12月
防災学習会（保育付） ……………………１～３月
お父さん応援講座（保育付） ……………１～３月
世界の文化………………………………２～３月
男性のための食生活講座………………２～３月
春のお茶会……………………………………３月
地域還元講座・住民自主講座………………随時

もとまち公民館
・地域と連携した事業の充実
・利用者の意見を反映する公民館運営
・利用者層の拡大につながる取り組み

環境・自然をテーマにした学習会……５・９月
地域会議…………………………………５～３月
地域で平和について考える集い……………６月
ファミリー運動会……………………………６月
文学講座…………………………………６～７月
子育て関連講座…………………………６～７月
グループ活動公開事業…………………６・11月
健康増進講座…………………………………７月
もとまち上映会…………………………８・11月
グループ企画事業……………………………９月
防災･救急講座 ………………………………10月
実技講座………………………………………11月
日本を知るⅣ……………………………11～12月
交流事業、シネマサロン講演会……………12月
文化講座…………………………………２～３月

恋ケ窪公民館
・ 地域で共に学ぶ仲間づくりを目指した長期的
総合講座の取り組み

・ 自主化に向けたくぬぎステップアップ教室の
充実

・誰もが学びやすい学習環境の整備

くぬぎステップアップ教室……………４～３月
ジュニアサロン公民館学習室（前・後期） …５～３月
成人講座「恋ケ窪アカデミー」 ………６～２月
シネマ恋ケ窪上映会………………７・11・３月
ジュニアサロン子ども教室…………………８月
コンサート事業………………………………９月
女性問題講座……………………………９～11月
くらしとまちを考える講座……………２～３月
ジュニアサロン遊びの広場…………………通年

並木公民館
・幅広い年齢層の参加の促進
・地域団体と協力した多様な事業への取り組み
・利用者の意見を反映する公民館運営

地域のひろば―並木の会………………４～２月
農業体験講座……………………………４～３月
子ども農業体験講座………………５～７・11月
くぬぎ教室………………………………５～３月
子育て関係講座…………………………６～３月
並木コンサート………………………………７月
地域還元講座（子ども陶芸講座）……………８月
防災講座・講演会………………………９・12月
陶芸講座…………………………………10～11月
子どもまつり…………………………………10月
並木芸術祭……………………………………11月
グループ活動公開事業………………………11月
人権講座…………………………………１～２月
現代社会を考える講座…………………２～３月
グループ企画事業……………………………随時

本多公民館
・ 安心・安全な施設を目指したホールの天井と
設備の改修

・子ども･シニア世代を対象にした講座の充実

くぬぎ教室………………………………５～３月
ジュニアサロン公民館学習室（前・後期） …５～３月
地域会議…………………………………５～３月
子育て関連講座…………………………６～11月
異世代交流事業…………………………６～３月
歴史講座………………………………………７月
文学講座…………………………………９～10月
生活関連講座……………………………10～12月
高齢者対象事業…………………………10～12月
講演会、防災講座……………………………11月
人権講座…………………………………11～１月
ロビーコンサート……………………………12月
文化講座…………………………………２～３月
グループ活動公開事業…………………２～３月
地域協働事業…………………………………３月
児童観劇会……………………………………３月
グループ企画事業……………………………随時

　大学生の学習支援ボランティアが小・中学生
の宿題などの勉強をサポートします。
日　 時　小学生の部　５月29日（金）～10月末
　 　　　毎週金曜午後６時～８時
　 　　　中学生の部　５月19日（火）～10月末
　 　　　毎週火曜午後６時30分～９時
会　 場　小・中学生の部共に本多公民館
対象・定員　小学生20人、中学生15人
　 　　　※小学生は保護者の迎えが必要です。
協　 力　 東京学芸大学学生サークル「小金井

てらこや」
　　　　 各公民館またはホームページにある

申請書に記入し、５月１日（金）まで
に本多公民館へ。定員を超えた場合
は上級生を優先し、抽選をします

　小学生の学習習慣の定着を目的に、国語と算
数のプリント学習を行います。
日　 時　５月23日、６月６日・20日、
　 　　　７月４日・18日、８月１日・15日・29日、
　 　　　９月12日・26日（土）
　 　　　午前９時30分～11時30分
会　 場　恋ケ窪公民館
対象・定員　小学生15人
　　　　 各公民館またはホームページにある

申請書に記入し、５月１日（金）まで
に恋ケ窪公民館へ。定員を超えた場
合は上級生を優先し、抽選をします

　公民館まつりに参加予定グループは準備会にご参加ください。
新規参加もお待ちしています。会場・問合せ　希望する公民館へ

光公民館まつり光公民館まつり
ふれあいまつり・もとまちふれあいまつり・もとまち 公民館 準備会 開催日（予定）

光 ５月25日（月）午前10時30分～正午 10月17日（土）～18日（日）
もとまち ５月11日（月）午前10時～正午 10月17日（土）～18日（日）

公民館学習支援事業
ジュニアサロン

本多公民館学習室

ジュニアサロン
恋ケ窪公民館学習室

準備会準備会

　公民館は、市内の公民館の運営について調査・
審議するため、「公民館運営審議会」を設置し
ています。公募委員を募集します。

募集人数　２人（委員12人のうち）
応募資格　市内在住で満20歳以上の方
　　　　　※市の他の公募委員を除く
役　　割　 公民館長の諮問に応じ、公民館の運

営について調査審議する
任　　期　 委嘱から２年間（平成27年７月から

平成29年６月まで）
報　　酬　１回につき9,500円
応募期間　４月16日（木）～４月30日（木）（必着）
選考方法　 作文「これからの公民館に求める役

割とは」をA４用紙で1,200字以内にま
とめ提出。※作文は情報公開の対象

　 　 　　 住所・氏名･年齢・性別・電話番号
を明記し、本多公民館に郵送（住所は
表面下表参照）・メール（honda-koum
inkan@city.kokubunji.tokyo.jp）、ま
たは直接持参

募集要項　各公民館で配布・公民館HPを参照
問い合わせ　各公民館

公民館運営審議会の
　　公募委員を募集します

　　　⎧　　　｜　　　｜　　　｜申 込 み⎨　　　｜　　　｜　　　｜　　　⎩

　　　⎧　　　｜　　　｜申込み⎨　　　｜　　　｜　　　⎩

　　　⎧　　　｜　　　｜申込み⎨　　　｜　　　｜　　　⎩

前期

前期


