
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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11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
11月 16日（月） 16日（月）、23日（祝）

12月
７日（月）、21日（月） 21日（月）、23日（祝）

年末年始の休館は、12月29日（火）～１月３日（日）です。
会
場
受
付
開
始
日

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）
２月分 １月４日（月） １月５日（火） 12月14日（月） １月５日（火） 12月14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。12月分の申し込みは随時受け付けています。

公民館運営審議会日程
日　時　11月24日（火）
　　　　午後2時～4時
会　場　本多公民館
※どなたでも傍聴できます

本多公民館ホール改修工事
　平成28年1月31日（日）まで
ホールは使用できません。

　感謝の気持ちを添えて、木版画で温
ぬく

もりあふ
れる年賀状を手づくりしてみませんか。
　1月はカレンダーづくりにも挑戦します。
日　時　12月２日・９日・16日・１月13日・　
　　　　20日（水）　全５回
　　　　午後1時30分～３時30分
講　師　吉

よし

見
み

　結
ゆう

さん（NHK学園）
会　場　本多公民館
定　員　20人
材料費　3,500円程度（2回目に集金）
持ち物　彫刻刀（1回目は不要）
　　　　�11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）

　美しい音楽とおいしいコーヒーをどうぞ。
　今年は、豊かなサックスの音色、心いやされ
る合唱の響きなどをお楽しみください。
日　時　12月12日（土）　午後６時～８時
　　　　（開場　午後５時15分）
出　演　国分寺・ジュニア・ミュージック・シアター
　　　　ルミュール・サクソフォン・アンサンブル
　　　　国分寺チェンバークワイア
　　　　くぬぎ教室有志
会　場　本多公民館
定　員　130人
チケット　前売券600円
　　　　（コーヒー・紅茶・ジュース、菓子付）
　　　　11月15日（日）～12月11日（金）
　　　　午前10時～午後５時（休館日を除く）
　　　　喫茶ほんだで販売
問合せ　喫茶ほんだ参（042）326-2246
共　催　喫茶ほんだ　本多公民館

　国分寺市にもさまざまな国から来た人たちが
暮らしています。日常生活で感じていることを
聞きながら、あたりまえと思っていることを見
直しませんか。
月・日 内　容 講師

12・4 日本で暮らす
中国残留邦人

中尾美恵
（支援相談員）

12・11 外国人の戸惑い マーティン・フリッド
（スウェーデン出身）

12・18 多文化共生のまちづくり
薦
こも

田
だ

傭
よう

子
こ

（武蔵野市国際交
流協会）

日　時　金曜日　午前10時～正午
会　場　本多公民館
定　員　30人
協　力　国分寺市国際協会
　　　　�11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）

　今年は、戦後70年。さまざまな催しが行われ
ました。ドキュメンタリー『原爆にさわる　被
爆をつなぐ』を監督した熊谷博子さんを迎え、
被爆者が高齢化する中で平和への願いを伝え続
けようとする思いを語っていただきます。
日　時　12月22日（火）　午後2時～５時
講　師　熊

くまがい

谷博
ひろ

子
こ

さん（映像ジャーナリスト）
会　場　本多公民館
定　員　40人
　　　　�11月18日（水）午前９時から電話または

直接本多公民館へ（先着順）

　もとまち公民館で活動しているグループが定
例活動を公開します。体験後、グループに仲間
入りすることもできます。
グループ名 公開日（体験日） 指導者
愛将会
（将棋）

12月2日（水）
午後６時～10時

中国語サー
クル楽

ラクラク

楽
12月３日（木）
午前10時～正午 張

チャン

　培
ペイ

華
ホア

もとまち
盆栽会

（鉢植体験）

12月13日（日）
午前10時～正午
※材料費　無料
　作品持ち帰り

田中博
ひろ

治
はる

会　場　もとまち公民館　　定　員　若干名
　　　　�11月17日（火）午前９時から電話または

直接もとまち公民館へ（先着順）

　南北朝の時代は豪傑たちの活躍した時代でも
ありました。最新の研究成果を学びながら、中
世の日本を訪ねてみませんか。

12・５ 南北朝の動乱とは何か
　―背景・経過・意義

12・19 戦場の風景
　―武士の戦い、神仏の力

1・９ 史料の虚実を読み解く
　―都市鎌倉の環境と絵図・軍記

日　時　土曜日　午後2時～4時
講　師　下村周太郎さん（東京学芸大学）
会　場　もとまち公民館　　定　員　25人
　　　　�11月17日（火）午前９時から電話または

直接もとまち公民館へ（先着順）

12月28日（月）・１月４日（月）は開館します
開館時間　午前８時30分～午後５時
　　　　　※部屋の申込みは通常どおりです。

グループ活動を一日体験してみませんか

人権講座 地域で暮らす外国人

木版画で年賀状づくり 日本を知るⅣ
南北朝の動乱と豪傑たち

フォトニュース

ふれあいまつり･もとまちは今年も大盛況でした。
いつも大人気のふれあいコンサートです。

ロビーコンサート
〜クリスマスの夕べ〜

第10回

グループ活動公開事業
被爆体験をつなぐために

講演会

生活関連講座

　　　⎧申込み⎨　　　⎩

　　　⎧申込み⎨　　　⎩

　　　⎧申込み⎨　　　⎩

　　　⎧申込み⎨　　　⎩

　　　⎧申込み⎨　　　⎩

　いつ起こるか分からない災害。私に必要な防
災グッズは何なのか。防災ブックには何を書い
ておけばいいのか。いつかやろうではなく、今
一緒に考えませんか。
日　時　11月28日（土）　午前10時～正午
会　場　もとまち公民館　　定　員　60人
持ち物　�東京防災ブック（東京都が世帯に1冊

ずつ配布した黄色い冊子）
　　　　もとまち地域会議
　　　　もとまち公民館
　　　　�11月17日（火）午前９

時から電話または直
接もとまち公民館へ
（先着順）

防災シンポジウム
～今やろう。災害から自分・家族を守ろう～

　　　⎧　　　⎜　　　⎜申込み⎨　　　⎜　　　⎜　　　⎩

―中世とはどういう時代か

　　　⎧共　催⎨　　　⎩
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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

シュプールスキークラブ 説明会11月26日（木）午後７時30分 本多 1,000円 月500円 芦田参（042）323-4934 初心者、若い方歓迎。スキーはいつまでもできるスポーツです。

KESS（英会話） 第１～４水曜
午後７時30分～９時30分 本多 2,000円 月3,500円 柴田参（042）324-2046 米国人講師と楽しい英会話。英語の学び直しに適した勉強の会。見学歓迎。

コーア・エルフェン
（女声合唱） 月３回木曜午前10時～正午 本多 なし 月3,500円 水田参（042）324-0583 さわやかな、美しいハーモニーを目指し、いろいろな歌を歌っています。

国分寺ヨーガサークル 第２・４木曜午前10時～11時30分 もとまち 1,000円 月2,000円 中島参（042）323-7729 年齢・性別は問いません。一緒に楽しみましょう。

　「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。

公民館事業企画募集

　光公民館スタジオ利用者を中心とした手づく
りの音楽祭です。年齢、ジャンルは問いません。
音楽を演奏したい方、歌いたい方、お待ちして
います。
日　程　２月13日（土）・14日（日）
会　場　光公民館
　　　　�12月10日（木）まで。参加条件等は光公

民館にお問い合わせください

　歌いやすく親しみやすい「わらべうた」を、
親子で一緒に楽しみながら、ゆったりとした温
かいふれあいの時間を過ごしませんか。

日　程　12月10日（木）
講　師　鳥

と や べ

谷部　愛さん（わらべうた講師）
会　場　光公民館
定　員　各回　親子12組
対　象　①午前10時～10時50分
　　　　　０歳～1歳６か月児と保護者
　　　　②午前11時10分～正午
　　　　　1歳７か月児～幼児と保護者
企　画　保育グループ「みるふぃーゆ」
　　　　�11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）

　どこよりも早いクリスマス会です。楽しいひ
とときを地域の方々と過ごしませんか。声をか
け合ってぜひ参加してみてください。
日　時　11月28日（土）　午後1時30分～4時
会　場　並木公民館
内　容　マジックショー・合唱　ほか
参加費　18歳以上300円　６歳～18歳100円
　　　　６歳未満無料
定　員　60人
　　　　地域のひろば─並木の会
　　　　並木公民館
　　　　�11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）

　陶芸小屋・窯の利用について話し合います。
日　時　11月28日（土）　午前10時～正午
会　場　並木公民館
内　容　�平成28年1月～６月の陶芸小屋・窯の

利用調整　ほか
申込み　不要。直接会場へ

　オリジナルの正月飾りを作ってみませんか。
　お正月は、自分で作った正月飾りで、あなた
の家の玄関を華やかにしてみましょう。

日　時　12月８日（火）　午後2時～4時
会　場　光公民館
講　師　尾

お

作
ざく

恵
けい

子
こ

さん
　　　　（フラワーデザイナー協会講師）
定　員　20人
材料費　500円（当日集金）
　　　　�11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）

　平成28（2016）年度の公民館まつりに展示・発
表などで参加予定のグループは、下記の準備会
へご参加ください。新規参加も歓迎です。
日　時　12月１日（火）　午前10時30分～正午
会　場　恋ケ窪公民館
　　　　平成28年５月28日（土）、29日（日）
　　　　音楽発表会　６月4日（土）

　公民館では18歳以上の知的障害がある人のた
めのくぬぎ教室を開催しています。レクリエー
ションや音楽、料理、お出かけなど参加者と一
緒に楽しく活動してみませんか。
対　象　16歳以上
会　場　本多・恋ケ窪・並木公民館
問合せ　電話または直接各公民館へ

本多・恋ケ窪・並木　くぬぎ教室
ボランティアスタッフ募集

平成28年度恋ケ窪公民館祭
参加グループ募集

住民自主講座

おんがくあそび
～冬を楽しむわらべうた～

年中行事講座 マイ正月飾りを作る

チョッとさきどり
クリスマス会

陶芸小屋グループ懇談会

出演者募集

LIVE☆HIKARI（PIKA☆ROCK 59）

　公民館で定例活動をしているグループが、会
員募集をしたいときは、公民館だより「けやき
の樹」に掲載することができます。

【掲載できるグループ】
（1）�固定した会員がいて、グループは市民（在

住・在勤・在学）を中心に構成されている
こと

（2）会員の総意でグループが運営されていること
（３）�会費を集めているグループは会計報告が行

われていること
（4）責任者は市民であること
（５）会の責任者と指導者は別であること
（６）�３か月以上公民館で定例活動の実績がある

こと

【申込み・掲載の基準】
（1）�掲載希望月の前々月10日までに、日常的に

活動している公民館に予約し、前月10日ま
でに原稿を提出してください。

　　※例：2月15日号の申込み
　　　　　予約：12月10日まで
　　　　　原稿提出：1月10日まで
（2）�1年度内に2回まで（連続しての掲載は不

可）
（３）�公民館の活動グループは、市報に掲載する

ことはできません。
（4）�原稿は公民館指定の様式で提出してくださ

い。
（５）連絡先は市民に限ります。
※�催し物の記事掲載については、別途ご相談く
ださい。予約については会員募集と同様です。

グループネットワーク欄（会員募集）の掲載について

　　　⎧申込み⎨　　　⎩

　　　⎧申込み⎨　　　⎩

　　　⎧　　　⎜　　　⎜申込み⎨　　　⎜　　　⎜　　　⎩

　　　⎧申込み⎨　　　⎩

　　　⎧共　催⎨　　　⎩

グループの催し物

東京経済大学経営学部青木ゼミ展示会
国分寺市のコミュニティーバスについて
日　時　11月25日（水）～29日（日）
　　　　午前９時～午後８時
　　　　※28日（土）・29日（日）午後５時まで
会　場　本多公民館
主催・問合せ　東京経済大学青木ゼミ

青木参（042）328-7711

水美会作品展
　水美会発足45周年記念展
日　時　12月14日（月）～20日（日）
　　　　午前10時～午後５時
　　　　※�初日は午後1時から、最終日は正

午まで
会　場　本多公民館
主催・問合せ　水美会
　　　　　　　竹尾参（042）323-3676

開催日⎧　　　⎨（予定）⎩


