
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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編集・発行：国分寺市立公民館

10月15日号

　Wordを使い、年賀状やクリスマスカードの
作り方などを学習します。
日　時　11月７日（土）・８日（日）
　　　　午後２時～４時
指　導　光パソコンの会
会　場　第三中学校（コンピューター室）
定　員　パソコン初級者で両日参加できる20人
　　　　※ローマ字入力のできる方
　　　　※光公民館実施の本講座未経験者優先
テキスト代　200円（当日集金）
使用ソフト　Office2010（Word）
　　　　�往復ハガキに講座名・住所・氏

ふりがな

名・電
話番号を明記（１人１枚）。返信面にも
住所・氏名を明記のうえ、10月29日（木）
必着で光公民館（住所は下表）へ。

　　　　応募者多数の場合は抽選

　国分寺市の北部地域を巡ります。ゆっくりと歩
く中で、今まで気がつかなかったことを発見す
るかもしれません。一緒に出かけてみませんか。
日　時　10月31日（土）午前９時30分～正午
集　合　並木公民館
定　員　20人　　
共　催　地域のひろば−並木の会　並木公民館
　　　　�10月16日（金）午後１時から電話または

直接並木公民館へ（先着順）

　地域を学ぶ講座に参加しませんか。
第８回　地域で活動する
　　　　～地域で活動するボランティア～
日　時　10月24日（土）午後２時～４時
講　師　ボランティア活動センター職員
会　場　恋ケ窪公民館　　定　員　10人
　　　　�10月16日（金）午前９時から電話または

直接恋ケ窪公民館へ

　土に親しみながら、湯呑と小鉢を作りましょう。
月　日 時　間 内　容

10・28（水） 13：30～16：30 制　作10・29（木）
11・６（金） 17：30～18：00 窯詰め
11・７（土） ８：30～17：00 素焼き
11・18（水） 14：00～16：00 釉

ゆう

掛
が

け
11・20（金） 17：30～18：00 窯詰め
11・21（土） ８：30～21：00 本焼き
11・24（火） 14：00～16：00 窯出し

素焼き・本焼きは交代で窯当番を行います
講　師　杉原伸子さん（陶芸グループ講師）
協　力　並木公民館陶芸グループ
会　場　並木公民館　　　定　員　10人　
材料費　4,400円程度（初回集金）
　　　　�10月22日（木）午後５時までに電話また

は直接並木公民館へ。応募者多数の場
合は抽選

　アコースティック主体のポップス演奏を楽し
みませんか。耳慣れた曲が会場に流れます。
　みなさんの参加をお待ちしています。　　
日　時　11月29日（日）
　　　　午後５時10分～５時50分
出　演　グレイビーボート
曲　目　「千本桜」「林檎殺人事件」他
会　場　並木公民館
定　員　60人
　　　　�10月16日（金）午前９時から電話または

直接並木公民館へ（先着順）

　来年２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の参加を
お待ちしています（出演者対象の会議は後日実
施します）。
日　時　10月28日（水）午後６時～７時30分
会　場　光公民館
申込み　前日までに光公民館へ

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
10月 19日（月）
11月 ２日（月）、16日（月） ３日（祝）、16日（月）、23日（祝）

会
場
受
付
開
始
日

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）
１月分 12月７日（月） 12月１日（火） 11月30日（月） 12月１日（火） 11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。11月分の申し込みは随時受け付けています。
本多公民館のホールは改修工事のため、平成28年１月31日（日）までご利用できません。

公民館運営サポート会議日程

本　多 11月17日（火）
午前10時〜正午

恋ケ窪 11月16日（月）
午前10時〜正午

光 11月９日（月）
午前10時〜正午

もとまち 11月17日（火）
午後６時〜８時

並　木 11月５日（木）
午前10時〜正午

地域再発見ウォーク No.3

初心者陶芸教室

成人総合講座

恋ヶ窪アカデミー　聴講生募集

日　時　10月27日（火）午前10時～正午
会　場　本多公民館　
※定例会はどなたでも傍聴できます。

公民館運営審議会日程

初級パソコン講座

パソコンでオリジナルはがき作り

企画委員会実施のお知らせ

LIVE☆HIKARI/PIKA☆ROCK 59

並木コンサート
懐かしの歌謡曲を楽しもう

　　　⎧申込み⎨　　　⎩

　玉川上水から引水し、旧熊川村内の生活・灌
かん

漑
がい

用水として使われていた熊川分水を訪れ、そ
の歴史・役割を学びます。
日　程　11月20日（金）　小雨決行
集　合　午前10時　ＪＲ牛浜駅改札口前
コース　�熊川神社⇒福生南公園⇒みずくらいど

公園
解　散　午後３時30分ころ　ＪＲ拝島駅前
講　師　石毛和夫さん（熊川分水に親しむ会）
定　員　25人
服　装　歩きやすい服装と靴
持ち物　弁当　飲み物　雨具　敷物等
　　　　�10月20日（火）午前９時から電話または

直接光公民館へ（先着順）。参加者には
後日詳しいしおりを送ります

熊川分水の歴史を探る

野外講座　玉川上水を歩くⅡ

　　　⎧　　　⎜申込み⎨　　　⎜　　　⎩

　　　⎧　　　⎜申込み⎨　　　⎜　　　⎩

　　　⎧　　　⎜　　　⎜　　　⎜申込み⎨　　　⎜　　　⎜　　　⎜　　　⎩

　「まだ最高裁があるんだ！」1956年の流行語
大賞になった言葉を生んだ名作です。冤

えん

罪事件
の恐ろしさがリアルに描かれた社会派映画の代
表的傑作。
日　時　11月５日（木）
　　　　①午前10時～午後０時30分
　　　　②午後２時～４時30分
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
　　　　�10月16日（金）午前９時から電話または

直接恋ケ窪公民館へ（先着順）

真昼の暗黒
1956年　16mm　（上映時間　124分）
監督：今井　正

ただし

　　出演：草
くさなぎ

薙幸二郎　左　幸子ほか

シネマ恋ヶ窪　上映会

　　　⎧申込み⎨　　　⎩

　　　⎧申込み⎨　　　⎩

　　　⎧申込み⎨　　　⎩

　子育てが難しく感じることはありませんか。
「コーチング」から、子どもも家族も自分もやる
気がアップする秘けつを楽しく学びましょう。
日　時　11月10日・17日（火）午前10時～正午
講　師　藤

ふじ

田
た

　潮
うしほ

さん（プロコーチ）
会　場　恋ケ窪公民館
定　員　�小学６年生までの子どもを持つ親で両

日参加できる方20人
　　　　保育グループ「アンパンママ」
　　　　恋ケ窪公民館
託児定員　10人（講座初日に生後６か月～未就園児）
　　　　�10月16日（金）午前９時から電話または

直接恋ケ窪公民館へ（先着順）

親と子のためのコーチング
託児付き 保育グループ共催講座

　　　⎧申込み⎨　　　⎩

　　　⎧共　催⎨　　　⎩
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　平成28年３月13日（日）実施予定の地域協働事
業では国分寺市立第二中学校創立60周年をお祝
いします。当日二中の校歌を舞台で歌いたい方
を募集します。
練習日時　11月８日・22日（日）午後２時～４時
指導者　市瀬寿子（指揮者）　会場　本多公民館
申込み　10月31日（土）までに本多公民館へ　

　お隣の府中市南部に残されている自然と史
跡、環境保全の最前線を訪ねてみましょう。
日　程　10月30日（金）　小雨決行
　　　　※悪天候の場合は11月６日（金）に順延
集　合　午前８時50分　ＪＲ府中本町駅改札口前
コース　高安寺⇒西府町湧水・崖線⇒分倍河原
　　　　古戦場碑⇒郷土の森（徒歩で８㎞程度）
解　散　午後１時30分ころ　ＪＲ府中本町駅前
講　師　竹内　章さん（府中かんきょう市民の会）
　　　　小西信生さん（府中かんきょう市民の会）
定　員　健脚な15人
服　装　歩きやすい服装と靴
持ち物　弁当　飲み物　雨具　敷物等
資料代　100円（当日集金）
　　　　�10月16日（金）午前９時から電話または

直接もとまち公民館へ（先着順）

　好きな絵柄を切り取り、さまざまな素材に専
用溶剤ではり付ける工芸「デコパージュ」。今
回はペーパーナプキンを使い、布にはる技法で、
世界にひとつしかないオリジナルシューズとミ
ニトートバックを手作りしてみませんか。
日　時　11月21日・28日（土）
　　　　午後１時30分～３時30分
講　師　樋

ひ

渡
わたし

涼子さん（デコパージュ講師）
会　場　もとまち公民館
定　員　大人15人
材料費　1,200円（バック代含む、初回集金）
持ち物　�シューズ（白い布製のもの。スニーカ�

ー、スリッポン、上履き、エスパドリ�
ーユ等。ビニール製は不可）エプロン

　　　　�10月16日（金）午前９時から電話または
直接もとまち公民館へ（先着順）

　並木公民館で活動しているグループが、普段の活動を公開します。１日体験してみませんか。
初心者の方でも体験できます。

グループ名 公開（体験）日 指導者
国分寺川柳会 11月４日（水）　午前10時～正午 竹田光

こう

柳
りゅう

ステップス
（ジャズダンス）

11月10日（火）　午後４時30分～５時
＊対象　年少から小学６年生まで　要保護者送迎 米

よね

田
だ

奈
な え

英

２Ｓｔｅｐ
（ジャズダンス）

11月10日（火）　午後７時30分～８時30分
＊対象　中学生以上　要保護者送迎 米

よね

田
だ

奈
な え

英

並木道（絵画） 11月14日（土）　午後２時～４時30分 木下令子

会　場　並木公民館　　　　参加費　無料
申込み　10月16日（金）午後１時から電話または直接並木公民館へ

　「こんな講座があったら参加してみたい」な
ど、希望する講座がありましたら、各公民館へ
お知らせください。電話でもお受けしています。

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

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

Tuesday English（英会話）火曜午前10時35分〜正午 本多 なし 月約5,000円 渡辺参（042）324-7124 米国人講師を囲み「互いの文化をもっと知
ろう」の楽しい女性だけの英会話グループ

あしたば（トリム体操） 毎週土曜午前10時〜正午 本多 1,000円 月2,000円 川嶋参（042）321-2559
ストレッチ体操と軽い筋力トレーニングで
毎日元気に過ごしましょう

恋ヶ窪吟詠部 第１・第３水曜午後１時〜５時 本多 1,000円 月2,750円 寺沢参（042）323-0546 初心者歓迎　中高年対象

本多オカリナ 第２・第４木曜午後２時〜３時30分 本多 なし 月4,000円 菊池参（042）323-7104 初心者歓迎、みんなで楽しく活動しています

小枝の会（油絵・水彩） 毎週土曜午後２時〜４時 本多 1,000円 月4,000円 内山参（042）572-0979 初心者歓迎

リズム体操若草 毎週木曜午後1時15分〜2時45分 光 1,000円 月2,500円 土田参（042）571-6558 リズムダンスでいい汗ながしませんか

こどものぞうけい 月３回主に火曜午後１時40分〜５時 光 2,000円 月4,000円 品川参（042）207-5547 小学生の絵や工作好きな子待っています

こどものアトリエ 月３回主に月曜午後１時40分〜５時 光 2,000円 月4,000円 光
みつもじ

用参（042）573-7651 小学生対象　楽しく絵画や工作ができます

みんなのパソコンクラブ 毎週火曜午後１時〜３時　３時〜５時 もとまち なし 月1,500円 笹岡参（042）502-6750 パソコンでワード・エクセルとインターネッ
トを学びます。初心者歓迎

並木エアロビクス 金曜午前10時〜正午 並木 2,000円 月1,500円 越参（042）572-3477 音楽に合わせて踊り、楽しく汗がかけます
初めての方歓迎　無料体験あり

グ　ル　ー　プ　の　催　し　物

活動の公開日に出かけてみませんかグループ活動公開事業

環境・自然をテーマにした学習会 実技講座

「世界にひとつ」を
デコパージュで

けやきフォトサークル　作品展
　自然風景と草花の美しさを展示しています。
日　時　10月20日（火）～26日（月）午前10時～午後５時
　　　　（初日は午前11時から、最終日は午後４時まで）　会場　本多公民館
主催・問合せ　けやきフォトサークル　望月参（042）573-2304

国分寺市の信州人「趣味の世界文化展」
　油絵・水彩画・水墨画・写真等の作品展。
日　時　11月10日（火）～15日（日）午前10時～午後５時
　　　　（最終日は午後２時まで）　会場　本多公民館
主催・問合せ　国分寺市長野県人会有志　井

いのした

下参（042）324-0393

月曜会　水彩画展
　日ごろ、描きためた力作を展示します。
日　時　10月27日（火）～11月１日（日）午前10時～午後５時
　　　　（初日は午後１時から、最終日は午後３時まで）　会場　本多公民館
主催・問合せ　月曜会　石

いしとび

飛参（042）577-0245

萌友会展
　水彩・デッサンの作品を展示しています。
日　時　11月17日（火）～22日（日）午前10時～午後５時
　　　　（初日は午後１時から、最終日は午後３時まで）　会場　本多公民館
主催・問合せ　萌

ほうゆうかい

友会　渡邉参（042）573-5072

　高齢期に抱える課題に関する講座を平成28年
２月に開催予定です。内容などについて企画し
ませんか。
日　時　10月29日（木）午前10時～正午
会　場　本多公民館　　
申込み　前日までに本多公民館へ

高齢者関連事業　準備会

コーラス参加者募集
地域協働事業

府中崖
がい

線
せん

の自然と
　　市の史跡を訪ねるツアー

　普段の活動を公開し、関心のある方に体験し
ていただく事業です。会員を増やしたいと思っ
ているグループなど、活動を公開してみません
か。参加グループを募集します。
実施日　平成28年２月
募集団体　30グループ（ジャンルは問いません）
　　　　�10月16日（金）午前９時から11月13日

（金）までに参加申込書を本多公民館へ
提出してください（先着順）

グループ活動公開事業への参加募集

　　　⎧　　　⎜申込み⎨　　　⎜　　　⎩

　　　⎧申込み⎨　　　⎩
　　　⎧申込み⎨　　　⎩

公民館事業企画募集


