
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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9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
９月 21日（祝）、22日（祝）、23日（祝）

10月 ５日（月）、19日（月） 12日（祝）、19日（月）

会
場
受
付
開
始
日

11月分 10月５日（月） 10月１日（木） ９月28日（月） 10月１日（木） ９月28日（月）

12月分 11月２日（月） 11月２日（月） 10月26日（月） 11月２日（月） 10月26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。10月分の申し込みは随時受け付けています。

本多公民館ホール改修工事
期間中、ホールは使用できません
９月１日（火）～28年１月31日（日）

公民館運営審議会日程
日　時　９月29日（火）午後２時～４時
会　場　本多公民館
※定例会はどなたでも傍聴できます

12月28日・１月４日は開館します
開館時間　午前８時30分～午後５時
受　付　各公民館へ申込みください

催し物
パソコン相談・ゲーム・カレンダー作成
　10/17（土）・18（日）10：00～16：00
バザー・キッズスペース
　10/17(土）・18(日)
　　　　　 10：00～12：00　13：00～15：00
わらべうた・あそび
　10/17（土）11：00～12：00　13：00～14：00
ミニ防火衣着装体験　初期消火体験　他
　10/18（日）10：00～12：00
木工教室　10/18（日）10：00～14：00
茶会　　　10/18（日）10：00～15：00　
　　　　　大人250円、子ども150円

☆10/16（金）～18（日）は午後５時で閉館します。
☆期間中は、ロビー・印刷機などの
　利用はできません。
☆車での来場はご遠慮ください。
☆駐輪場は第二小学校校庭です。
☆販売は有料。体験は一部有料。

平成27（'15）年度平成27（'15）年度

10月17日（土） 10月18日（日）

さわやかプラザ
もとまち

作品展示（各種小物 エコクラフト）※　おしるこ（100円）※
おたっしゃ健診※　喫茶・軽食　カラオケ発表会（１階ロビー）
　※印は上履きをご持参ください

作品展示※　炊き込みご飯（200円）　ソフトアイス（100円）
ボッチャを楽しもう※　喫茶・軽食（１階ロビー）
　※印は上履きをご持参ください

もとまち
児童館

催し物　おもちゃの修理　パネルシアター
　　　　けん玉おにいさんがやってくる？！他
販　売　駄菓子くじ（10円）　子どものお店

催し物　おもちゃの修理　チャレンジゲーム　輪投げ遊び　
　　　　コインおとし（景品付き）　ビンゴ大会（10円）
体　験　折り紙遊び　プラバン工作　親子ふれあい体操
販　売　ミニホットドック（30円）　クリームスープパスタ（50円）

もとまち
公民館

展　示　折り紙 革工芸 保育室活動 野鳥の彫刻 手芸 裂き織り 中国語学習 水彩画 パソコン作品 写真 里山・蛍マップ 盆栽
催し物　福袋引き（子ども向け60円）　健康体操　吟詠発表
　　　　お茶会　犬と遊ぼう・わんわんふれあい広場　ごみの減量
　　　　講演と話し合い「江戸しぐさの中にみる地域のつながり」
販　売　手作り焼き菓子　いなりずし　フランクフルト　他
　　　　（両日販売）コーヒー ハーブティー 綿菓子 ポップコーン

催し物　クイズラリー　自
じきょうじゅつ

彊術　ツイストパン作り体験
発　表　ふれあいコンサート（女声合唱、男声合唱、吹奏楽、篠笛）
　　　　宮澤賢治作品の群読　古武術の演武
販　売　手作りスープとパン　安心・安全な野菜　花マーケット
　　　　芋煮鍋　焼きたてパン　焼き菓子　他

＊会場や種目によって開催時間が異なります。詳しくは各会場にあるパン
フレットをご覧ください。＊種目によっては有料。＊車での来場はご遠慮
ください。＊公民館は10/16（金）～18（日）は午後５時で閉館します。
＊期間中は、ロビー・印刷機などの利用はできません。

同時開催　もとまち図書館　10月14日（水）～31日（土）
「国分寺を知ろう！地域を知ろう！」をテーマにした展示を行います。
貴重な資料もそろっています。
※10/19（月）・26（月）は図書館休館日

日　程  10/17（土）10：00～17：00・18（日）10：00～16：00
会　場  もとまち公民館 参（042）325-4221 さわやかプラザもとまち もとまち児童館
共　催   ふれあいまつり・もとまち実行委員会
　　　　 さわやかプラザもとまち もとまち児童館 もとまち公民館
開会式  10/17（土）10：00～10：20　 閉会式  10/18（日）16：00～16：15

発　表 　10/17（土）９：50～17：00
会場：光公民館
　 合唱、ムード歌謡、オカリナ演奏、コーラス、
　楽器演奏、詩吟、カラオケ
会場：第二小学校体育館
　フラダンス、地域の小中高校生による発表
10/18（日）11：00～14：30
会場：光公民館
　 仕舞・謡曲、混声合唱、合唱、ビデオ上映
会場：第二小学校体育館
　地域の小中高校生による発表

展　示 　10/17（土）９：30～17：00
　　　　　　　18（日）９：30～16：00
会場：光公民館
　 水墨画、絵手紙、書道、盆栽、手芸、油絵、
主催事業・団体活動報告

販　売
綿菓子・ラムネ 10/17（土）10：00～完売まで
あんころもち　10/17（土）11：00～完売まで
喫茶（パン・コーヒー）
　　　　　　　10/17（土）・18（日）
　　　　　　　　　　　 10：00～完売まで

日　程　10/17（土）９：00～17：00・18（日）９：30～16：00
会　場　光公民館 参（042）576-3991　第二小学校体育館
共　催　光公民館まつり実行委員会　光公民館
開会式　10/17（土）９：00～９：30

ふれあいまつり・もとまち
笑顔でつなごう もとまちの和笑顔でつなごう もとまちの和

～ひろげよう 光の輪～～ひろげよう 光の輪～
光公民館まつり光公民館まつり第38回

同時開催
10/16（金）15：30～16：00　おはなしの広場（光図書館）
10/17（土）10：00と15：00　閉架書庫見学ツアー（大人対象）　各先着10人（光図書館）
10/17（土）・18（日）　　　本のリサイクル市（光図書館）
10/17（土）10：00～15：00　子ども家庭支援センターまつり
10/17（土）10：00～11：30　介護予防教室（地域包括支援センターひかり）
10/18（日）10：30～14：00　わいわいまつり（ひかり児童館）
10/18（日）10：00～14：00　健康チェックコーナー（三多摩健康友の会）昨年のおまつり
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～震災に負けないまちづくりを目指してⅢ～
防災学習会

公民館学習支援事業

ジュニアサロン本多公民館学習室　後期

音楽の並木道　ハワイ音楽の演奏とフラダンス
日　時　10月25日（日）　午後２時～４時　　会　場　並木公民館
主催・問合せ　ハワイアン・メレ・フラ同好会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊藤参（042）327-2501

世界遺産「能楽」入門　　女流能楽師による秋の公開講座
　能楽鑑賞と「謡曲・仕舞」のすすめ
日　時　９月30日、10月14日（水）　午前10時～正午　　会　場　本多公民館
主催・問合せ　観世流能楽・葵会　　鴨川参（042）323-5960

グ　ル　ー　プ　の　催　し　物

※10月11日はロビー・印刷機などの利用はできません。午後５時に閉館します。

会　場　並木公民館　参（042）321-9971
販売は有料　体験は一部有料
販　売　フリーマーケット、コロッケパン、綿菓子、
　　　　焼きそば、芋煮　他
体　験　スポーツチャンバラ、バルーンアート、陶芸、
　　　　ロープワーク、茶会、ビーズアクセサリー
催　し　ヒップホップダンス、絵本の読み聞かせ 他

会　場　しんまち児童館　参（042）324-7489
すべて無料
第一育成室　スーパーボールすくい
第二育成室　おばけやしき
図書室　　　絵本づくり
遊戯室　　　ストラックアウト
集会室・おもちゃのくに　めいろ

　自分や家族を守るために必要な日ごろの備え・
女性の視点から考える防災や地域連携の大切さ
などについて、講義や実践を通して学びます。

10・６ 地域における防災学習・
訓練の重要性

野元弘幸
（首都大学東京）

10・13 やってみよう　災害時のイメージトレーニング
大里宣之
（介護福祉士）

10・27

～女性の視点から見る～
普段使用のバッグを防災
バッグに　災害時に役立
つアウトドアの知恵など

あんどうりす
（アウトド
ア流防災ガ
イド）

11・10 震災時の要援護者への支援について 大里宣之

11・24
阪神淡路大震災の教訓を
もとに考える
震災時の活動とまちづくり

清水光久
（神戸市長田区
真野地区まち
づくり推進会）

12・６
初期消火、応急救護訓練・
東京防災ブックについて
※天候等により変更あり

国分寺消防署

12・15 グループワーク・全体を通しての振り返り 野元弘幸

日　時　火曜日　午前10時～正午
　　　　12/６（日）は午後１時30分～３時30分
会　場　光公民館　　定　員　40人
保　育　 講座初日に生後６か月～未就園児10人

※12/６（日）は保育なし
　　　　９月29日（火）にオリエンテーション
おやつ代　子ども１人７回分280円（初回集金）
共　催　みんなで防災2015（公民館活動グループ）
　　　　 ９月16日（水）午前10時から電話または

直接光公民館へ（先着順）

　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　11/６～３/18　毎週金曜
　　　　午後６時～８時（休館日を除く）
　　　　中学生の部　11/８～３/13　毎週日曜
　　　　午前10時～正午（休館日を除く）
会　場　本多公民館
対象・定員　小学生20人・中学生15人
　　　　※小学生は保護者のお迎えが必要です。
協　力　東京学芸大学学生サークル「小金井てらこや」

　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　10/24、11/７・21、12/５・19、
　　　　１/16・30、２/13・27、３/12（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

申込書に記入し、10月16日（金）まで
に各公民館へ。定員を超えた場合は
上級生を優先し、抽選をします

　並木公民館利用グループを中心に、地域の学
校も参加する展覧会を開催します。市民個人で
も作品を出展できます。
開催期間　10月31日（土）～11月６日（金）
　　　　※ 11月３日（祝）は午前９時30分～午後

５時。11月６日は午後３時まで
会　場　並木公民館
会場設営　10月30日（金）午後１時 搬入 午後２時
内　容　絵画・水墨画・写真・生け花・陶芸　他
募集作品　絵画・水墨画・書道・写真。原則額
　　　　を含め縦横１ｍ以内、１人１点まで
　　　　 ９月16日（水）から10月20日（火）までに

電話または直接並木公民館へ

　子どもが使う色でわかることとは。あなたの
魅力を引き出すカラーマジックとは。色の使い
方を学び、よりよい子育てに生かしませんか。
日　時　10月23日・30日（金）
　　　　午前10時～正午
講　師　タカバタケイクミさん
　　　　（スーパーイメージアップコンサルタント）
会　場　恋ケ窪公民館
定　員　 小学生までの子どもを持つ親
　　　　で両日参加できる方15人
共　催　保育室グループ「ともとも」
託児定員　10人（生後６か月～未就園児）
　　　　 ９月16日（水）午前９時から電話または

直接恋ケ窪公民館へ（先着順）

　地域を学ぶ講座に参加しませんか

９・26 国分寺の環境問題
～暮らしやすい住環境～

10・10 誰もが幸せに暮らすために
～人権問題・学習格差～

日　時　土曜日　午後２時～４時
会　場　恋ケ窪公民館　　定　員　各10人
　　　　 ９月16日（水）午前９時から電話または

直接恋ケ窪公民館へ（先着順）

　テーマは「親子で防災」。レジャーを通して災
害時に役立つサバイバル術を楽しく学びます。
日　時　10月25日（日）　午前10時～正午
会　場　第五小学校体育館（駐車場なし）
講　師　富川万

ま

美
み

さん（アクティブ防災ファシリテーター）
定　員　乳幼児～小学生のいる親子20組
参加費　１家族1,400円（テキスト・防災食代）
持ち物　詳しくは恋ケ窪公民館へ
共　催　防災グループ　たんぽぽ
　　　　 ９月16日（水）午後１時から電話または

直接恋ケ窪公民館へ（先着順）

　仕事に育児に忙しい毎日。自分メンテナンス
の時間も必要です。今の自分と向き合い、家族
や学校、地域との関係についても考えましょう。

10・31 毎日のわたし・家族・友人を知ろう
近藤牧子
（早稲田大学）

11・７

子どもの夢をかなえる
ハッピーマネープラン　
未来家計簿の作り方　貯
まる家計の仕組みづくり

有田美津子
（ファイナン
シャル・プ
ランナー）

11・21 頑張らないでいい　簡単掃除術 週末集中 掃除術

清水美紀
（キレイコン
シェルジュ）

11・28 ありのままの自分を磨くスキンケアとネイルケア

国際文化理
容美容専門
学校国分寺校

12・５ 心・頭・体をほぐすワー
クショップ 近藤牧子

日　時　土曜日　午前10時～正午
会　場　光公民館　　定　員　15人
保　育　講座初日に生後６か月～未就園児10人
おやつ代　 子ども１人６回分240円
　　　　※10/17（土）オリエンテーションで集金
　　　　 ９月16日（水）正午から電話または直接

光公民館へ（先着順）

ジュニアサロン恋ケ窪公民館学習室　後期

防災ピクニックが子どもを守る防災ピクニックが子どもを守る

「並木芸術祭」開催および作品募集

色で学ぶ私と子どもの心理色で学ぶ私と子どもの心理
カラーマジックカラーマジック

毎日をしなやかに生き抜こう毎日をしなやかに生き抜こう
働くママへのごほうび講座働くママへのごほうび講座

　　　⎧申込み⎨　　　⎩

　　　⎧申込み⎨　　　⎩
　　　⎧申込み⎨　　　⎩

　　　⎧申込み⎨　　　⎩

　昨年は江戸の昔話絵本を読み解きました。
　今年は、室町時代の御伽草子を取りあげます。慣
れ親しんだ昔話を新たな視点で学んでみませんか。

10・７ 浦島太郎－浦島太郎が鶴になった

10・28 一寸法師－一寸法師が姫君を騙
だま

した

11・４ 物くさ太郎－物くさ太郎が都で変身した

11・11 木
こわたぎつね

幡狐－狐が人間の子を生んだ

日　時　水曜日　午前10時～正午
講　師　石井正己さん（東京学芸大学）
会　場　本多公民館　　定　員　40人
　　　　 ９月16日（水）午前９時から電話または

直接本多公民館へ（先着順）

文学講座文学講座

御伽草子を読み解く御伽草子を読み解く

　　　⎧申込み⎨　　　⎩

　　　⎧申込み⎨　　　⎩

　　　⎧　　　｜申 込 み｜　　　⎨（２館共通）｜　　　｜　　　⎩

成人総合講座

恋ヶ窪アカデミー　聴講生募集

　　　⎧申込み⎨　　　⎩

子どもまつり子どもまつり 日　時　10月11日（日）12：30～15：30日　時　10月11日（日）12：30～15：30
共　催　しんまち児童館　並木公民館共　催　しんまち児童館　並木公民館


