
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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7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
７月 20日（祝）

８月 ３日（月）17日（月） 17日（月）

会
場
受
付
開
始
日

９月分 ８月３日（月） ８月３日（月） ７月27日（月） ８月３日（月） ７月27日（月）

10月分 ９月７日（月） ９月１日（火） ８月31日（月） ９月１日（火） ８月31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。８月分の申し込みは随時受け付けています。

　「おこづかいってどうやって使ったらいいの
かな」「小学生から出来るエコ活動ってどんな
ことがあるんだろう」「日本の楽しい昔あそび
を体験してみよう」この３つのテーマを楽しく
学びましょう。

日　時 ①テーマ　②講師　③対象

７月29日
（水）
10時～
正午

① 恋ヶ窪親子チャンピオン争奪　
クイズで学ぶお金のこと
② 鈴木さや子さん（ファイナンシ
ャルプランナー）
③小学生とその親　15組
　 兄弟の託児あり（６か月～未就
園児）

８月７日
（金）
10時～
11時30分

①めざせ環境博士
　パソコンを使って挑戦だ
② 工学院大学環境マネジメント工
学研究室
③小学生　15人
　保護者同伴可

８月25日
（火）
９時30分
～
11時30分

①大人も子どもも楽しめる
　わらべうたあそび
② 柚

ゆ

山
やま

明子さん
　（わらべうた指導者）
③小学生　15人
　保護者同伴可

会　場　恋ケ窪公民館
　　　　 ７月16日（木）午前９時から電話または

直接恋ケ窪公民館へ（先着順）

日　時　８月９日（日）午前11時～午後２時
会　場　国分寺消防署（駐車場はありません）
内　容　はしご車搭乗体験（抽選）
　　　　 起震車、消火、煙ハウス体験、ポンプ

車・救急車の展示、消防隊演技
　　　　消防少年団鼓笛隊演奏
　　　　本多連合町会模擬店
　　　　本多おはやし会演奏など
　　　　 ※雨天時・災害発生時は内容を変更、

もしくは中止する場合があります。
問合せ　国分寺消防署参（042）323-0119

日　時　８月８日（土）～９日（日）
　　　　午前10時～午後３時
会　場　本多公民館
共　催　国分寺消防署　本多公民館

７月21日（火）から８月31日（月）
（休館日を除く）の間、各公民館で
は小・中・高校生を対象に自習室
を開きます。利用の際は、事務室
に声をかけてください。
小学生　午前８時30分～午後５時
中学生　午前８時30分～午後６時
※ 高校生は午後６時以降も利用で
きます。

　「幼い子のいる親のための教室」が始まります。教室では子育てや家族の
ことなどについて話し合い、教室終了後もグループ活動を続けていける関
係づくりを目指します。また、子どもたちも親と離れて、保育室で子ども
同士で過ごし、遊びを通して仲間の中で育ち合う関係をつくっていきます。

夏休みジュニアサロン子ども教室夏休みジュニアサロン子ども教室

はたらく消防の写生会はたらく消防の写生会
入賞作品展示入賞作品展示

「消防フェスタ国分寺」「消防フェスタ国分寺」

　子どもを育てている中で感じる疑問や悩み
を、一人で抱え込んでいませんか。子どもと
のかかわり、家族のこと、自分自身の生き方
について地域の仲間と話し合うことで、きっ
と新しい気づきがあります。教室終了後も継
続した仲間づくりを目指します。
日　時　９月30日～２月３日（水）　全13回
　　　　午前10時～正午
講　師　佐久間路子さん（白梅学園大学）
会　場　本多公民館
保　育　教室初日に生後６か月以上20人
おやつ代　子ども１人13回分520円（初回集金）

子どもの成長・親の成長子どもの成長・親の成長

「幼い子のいる親のための教室」に参加しませんか「幼い子のいる親のための教室」に参加しませんか

小・中・高校生のための
夏季自習室を始めます

　　　⎧申込み⎨　　　⎩

　地域を学ぶ講座に参加して意見を出し合って
みませんか。何かを学びたいという意欲はあっ
ても、何をするか決めかねている方。恋ヶ窪ア
カデミーでは一般的なテーマを多様な視点でと
らえ、その後の自己学習につなげることを目指
します。

７月18日 私たちのこくぶんじ①
～まちの魅力発見～

８月１日 私たちのこくぶんじ②
～歴史のまち国分寺～

日　時　土曜日　午後２時～４時
定　員　各10人
会　場　恋ケ窪公民館
　　　　 ７月16日（木）午後１時から電話または

直接恋ケ窪公民館へ（先着順）

成人総合講座　恋ヶ窪アカデミー
～聴講生募集～

　　　⎧申込み⎨　　　⎩

　戦後70年という節目の時期に施設や戦跡にふ
れながら、北多摩地域の戦時中、戦後の様子に
ついて知識を深めませんか。戦後明らかになっ
た真実を映像を交えて解説します。また、資料
の探し方のアドバイスもあります。
日　時　８月15日（土）午後２時～４時
講　師　楢崎茂

しげ

彌
や

さん
　　　　（多摩地域の戦時下資料研究会）
定　員　30人
会　場　恋ケ窪公民館
　　　　７月16日（木）
　　　　午前９時から電話
　　　　または直接恋ケ窪
　　　　公民館へ（先着順）

地域の歴史講座

　　　⎧　　　｜　　　｜申込み⎨　　　｜　　　｜　　　⎩

共通事項
・市内在住で全回出席することが可能な人　・希望する公民館に徒歩か自転車で通える人
・複数館の申込み不可
　　　　 ７月31日（金）までに電話または直接各公民館へ。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、８月１日（土）以降先着順
※１回目はオリエンテーションを行います。保育室での過ごし方などを説明します。
※教室の中で懇談会を行い、保育者が子どもの様子を伝え、話し合います。
※もとまち・並木は８月15日号の「けやきの樹」で募集します。

　乳幼児を育てている皆さん、自分と向き合
い考える時間はありますか。子育ての悩み・
自分や家族のこれからのことを、子どもの成
長過程や心理を学びながら楽しく考え、地域
で仲間作りをしませんか。
日　時　９月30日～２月24日（水）　全16回
　　　　午前10時～正午
講　師　岸田禮

れい

子
こ

さん（臨床心理士）
会　場　恋ケ窪公民館
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）

子どものこころ・親のこころ子どものこころ・親のこころ

　　　⎧申込み⎨　　　⎩
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　公民館のスタジオを使っているグループをは
じめ、社会人、在学者、地域の音楽愛好者など
いろいろな年代のグループが、さまざまなジャ
ンルの音楽を奏でます。演奏だけではなく、準
備、片付け、運営も参加者が担う手づくりのラ
イブです。熱気あふれるステージをぜひご覧く
ださい。
日　時　８月８日（土）正午～午後５時10分
　　　　　　９日（日）正午～午後６時30分
　　　　 ※時間は変更の可能性あり。詳しくは

光公民館へ
会　場　光公民館　　申込み　不要。入場無料

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

親子リトミック　たまっこ 毎週火曜午前10時～正午 本多 500円 月3,600円 本間参（042）325-3455 リズム遊びや工作などを楽しむサークル

光パソコンの会 週１回午後１時30分～３時30分 光　ほか なし 年1,000円 三木参（042）577-1660 パソコンの勉強会、市民講習、相談室他

ウォーク（社交ダンス） 毎週水曜午後７時～９時 光　ほか 1,500円 月3,500円 吾
あ

郷
ごう

（080）3211-6423 元プロＡ級女性講師の10ダンス指導

国分寺スポチャンクラブ
（拓心館）

毎週火曜午後６時～７時30分 並木 なし 月2,500円 中
なかじん

陳参（042）505-9068 幼児から大人まで楽しく練習しています

　夏休みに栄養士、調理員
の皆さんと簡単に作れる給
食メニューを親子で作って
一緒に食べましょう。
日　時　７月29日（水）午前10時～午後１時
指導・協力　市学校栄養士・調理員
メニュー　ジャージャー麺、きゅうりナムル、
　　　　ヨーグルトのブルーベリージャム添え
会　場　第四小学校（家庭科室）
定　員　小学生（４～６年生）と保護者９組
材料費　１人260円（当日集金）
持ち物　 エプロン・バンダナ・タオル・ふきん

水筒（飲み物）・うわばき
　　　　 ７月16日（木）午前９時から電話または

直接もとまち公民館へ（先着順）
＊ アレルギー対応はできませんのでご了承くだ
さい。

　パソコンを初めて使う方を対象とした講座で
す。講師・四中生のサポートで基本的な操作を
身につけましょう。
日　時　８月６日（木）・７日（金）
　　　　午前10時～正午
講　師　高橋朱美さん
　　　　（パソコンインストラクター）
補　助　第四中学校生徒
会　場　第四中学校（コンピュータ室）
定　員　 両日共に参加可能で、初めてパソコン

を学ぶ20人
Ｏ　Ｓ　Windows７
　　　　 ７月16日（木）午前９時から電話または

直接もとまち公民館へ（先着順）

　マグカップ作りに挑戦してみませんか。自分
で作ったカップを使うと、いつも飲んでいるもの
がより一層おいしく感じられるかもしれません。

月　日 時　間 内　容

８月５日（水）
10：00～12：00

★制作
14：00～16：00

８月14日（金） 16：00～16：30 　窯入れ
８月15日（土） ９：00～16：00 　素焼き
８月18日（火） 14：00～16：00 ★釉

ゆう

掛
が

け
８月21日（金） 16：00～16：30 　窯入れ
８月22日（土） ８：30～17：00 　本焼き
８月25日（火） 14：00～16：00 ★窯出し

窯入れと素焼き・本焼きは希望者
指　導　並木公民館陶芸グループ
会　場　並木公民館
対　象　★印に必ず参加できる小学生
　　　　８月５日午前は小学１～３年生10人
　　　　　　　　午後は小学４～６年生10人
材料費　140円（初回集金）
持ち物　エプロン　手ふきタオル
服　装　動きやすくて、汚れてもよいもの
　　　　 ７月22日（水）までに電話または直接並

木公民館へ。未経験者優先。多数の場
合抽選。定員に満たない場合は、７月
23日（木）以降先着順

　講師・五中生のサポートを得ながらパソコン
での編集作業やインターネット検索方法を学ん
でみませんか。初心者対象です。
日　時　８月25日（火）・27日（木）
　　　　午前10時～正午
講　師　奥田麻里子さん
　　　　（パソコンインストラクター）
補　助　第五中学校生徒
会　場　第五中学校（コンピュータ室）
定　員　両日共に参加可能な20人
Ｏ　Ｓ　Windows７
　　　　 ７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）

　６月の教育委員会定例会で、第１期国分寺市
公民館運営審議会委員が委嘱されました。
　任期は、平成27年７月１日～平成29年６月30
日の２年間です。委員は次のとおりです。
※◎は委員長、○は副委員長

　　門　宏吉　（市民公募）
　　長谷部豊子（公民館利用者）
　　橋本洋子　（公民館利用者）
　　萩原勝彦　（公民館利用者）
　○田中英郎　（公民館利用者）
　　戸澤　司　（公民館利用者）
　　伊藤徳平　（第八小学校校長）
　◎佐藤一子　（葛飾区民大学理事）
　　大澤ゆかり（第二中学校ＰＴＡ会長）
　　北邑和弘　（国分寺市社会福祉協議会職員）
　　田中雅文　（日本女子大学教授）

　五味川純平の同名の大長編小説「戦争と人間」
を豪華俳優陣で映画化。張作霖爆殺事件、満州
事変を背景に繰り広げられる人間ドラマ。
日　時　８月15日（土）
　　　　午後１時30分～４時50分
　　　　 ※開場は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　50人
　　　　 ７月16日（木）午後１時から電話または

直接もとまち公民館へ（先着順） マグカップ作り挑戦中

地域還元講座

子ども陶芸教室子ども陶芸教室

第１期国分寺市公民館運営審議会委員の
決定について

給食の給食の
人気メニューを人気メニューを
作ってみよう作ってみよう

第一部第一部
「運命の序曲」「運命の序曲」

戦争と人間戦争と人間

1970年　上映時間197分1970年　上映時間197分
監　督　山本薩夫監　督　山本薩夫
出演者　滝沢修　芦田伸介出演者　滝沢修　芦田伸介

グループの催し物
第27回朗読・きさらぎ会発表会
　懐かしい昭和。昭和の心をお届けします。
日　時　７月25日（土）
　　　　午後２時～３時30分
会　場　本多公民館
主催・問合せ　朗読・きさらぎ会
　　　　　　　佐藤参（042）324-8845

サマーコンサート「ミュージック・カフェ」
　おもちゃの交響曲を皆で合奏するよ。
※すきな楽器をお持ちください。
日　時　７月26日（日）　午後１時30分開演
会　場　本多公民館
料　金　大人500円、子ども無料
主催・問合せ　アンサンブル♪ふぁみーゆ
　　　　　　　菅本参（042）324-3043

もとまち上映会もとまち上映会

LIVE☆HIKARILIVE☆HIKARI
～PIKA☆ROCK 58～～PIKA☆ROCK 58～

五中生に習う初級パソコン教室

四中生に習う初級パソコン教室

パソコンで新たな世界を広げようパソコンで新たな世界を広げよう

パソコンの基本操作を身につけようパソコンの基本操作を身につけよう

親子料理教室

　　　⎧申込み⎨　　　⎩

　　　⎧申込み⎨　　　⎩

　　　⎧申込み⎨　　　⎩

　　　⎧申込み⎨　　　⎩

　　　⎧　　　｜　　　｜申込み⎨　　　｜　　　｜　　　⎩


