平成２７年９月
日

市主要行事等の予定
行

事

等

1

平櫛田中彫刻美術館「秋季展示」（文化スポーツ課 11月8日まで）、喫煙マナーアップキャンペーン（環境政策課 7：30～8：30 一橋学園駅にて）、障
がい者施設 製品販売（障がい者支援課 9月4日まで 9：30～16：00 市役所１階ロビーにて）、子ども家庭支援センター 誕生会（子育て支援課 11：00
火
～11：30 小平元気村おがわ東２階子育て交流広場にて）健康づくり相談（健康推進課 13：15～15：00 健康センターにて）、栄養・運動（こだ健体
操）教室（健康推進課 13：30～ 健康センターにて）、幼児歯科相談（健康推進課 13：30～14：45 健康センターにて）

2

たんぽぽ広場（健康推進課 9：30～10：30 健康センターにて）、パソコン講座 ゼロから学ぶワード教室（小川公民館 9月5日まで 9：30～12：00）、
水 高齢者福祉大会（高齢者支援課 13：00～ ルネこだいらにて）、パソコン講座 ウィンドウズ８．１で学ぶ初めてのパソコン教室（小川公民館 9月5日ま
で 13：30～16：00）

3

乳がん検診（健康推進課 健康センターにて）、幼児歯科相談（健康推進課 10：00～11：15 健康センターにて）、１歳６か月児健康診査（健康推進課
木 12：30～13：15受付 健康センターにて）、シニア講座 山登りで10歳若返ろう（小川公民館 11月19日までの木曜日 13：30～15：30）、整体ヨーガ教室
（文化スポーツ課 9月24日までの木曜日 小平元気村おがわ東多目的ホールにて）

4

金

5

土 乳がん検診（健康推進課

6

日 障害者福祉センターまつり（10：00～15：00

7

月

8

火

子ども家庭支援センター １歳さんあつまれ（子育て支援課 11：00～11：30 小平元気村おがわ東２階子育て交流広場にて）、幼児歯科相談（健康推進課
13：30～14：45 健康センターにて）、いきいき介護予防運動講座（高齢者支援課 14：00～15：30 東部市民センターにて）

9

水

家庭教育講座 親子で楽しくキッズヨガ（津田公民館 11月18日までの水曜日 10：00～12：00）、出張広場 子どもの育ちと遊び（子育て支援課
～12：00 小川町１丁目児童館子育てふれあい広場にて）、３～４か月児健康診査（健康推進課 12：15～13：15受付 健康センターにて）

乳がん検診（健康推進課 健康センターにて）、ふれあい食体験 にこにこ教室（健康推進課 10：00～12：00
ター からだを動かして遊ぼう（子育て支援課 10：30～11：30 東部市民センター集会室にて）

10 木 幼児歯科相談（健康推進課

健康センターにて）、子ども家庭支援セン

健康センターにて）

10：00～11：15

障害者福祉センターにて）

健康センターにて）、３歳児健康診査（健康推進課

12：30～13：30受付

11：00

健康センターにて）

乳がん検診（健康推進課 健康センターにて）、家庭教育講座 育児は思っているほど、こわくない（小川公民館 11月6日までの金曜日、11月12日 10：
11 金 00～12：00）、出張広場 ふれあい遊びとわいわいトーク（子育て支援課 10：30～11：30 東部市民センター和室にて）、いきいき介護予防運動講座（高
齢者支援課 14：00～15：30 福祉会館にて）、BCG集団予防接種（健康推進課 14：00～15：30 健康センターにて）

12 土

乳がん検診（健康推進課 健康センターにて）、友・遊こどもまつり（中央公民館 10：00～14：00）、環境フェスティバル・下水道の日イベント（資源
循環課・下水道課 10：00～14：00（ふれあい下水道館は ～15：00） 中央公園、市民総合体育館、ふれあい下水道館にて）、市民と市長の対話集会 タ
ウンミーティング（市民相談課 11：00～12：00 ふれあい下水道館にて）、子どもの文庫まつり（中央図書館 11：00～13：00 中央図書館前庭に
て）、サタデー講座 暮らしに役立つDIY（花小金井北公民館 10月24日までの土曜日 13：30～15：30）

13 日 講演会 遠野物語から会津物語へ（中央図書館

13：30～15：30

中央図書館３階視聴覚室にて）

14 月
15 火

喫煙マナーアップキャンペーン（環境政策課 7：30～8：30 新小平駅にて）、子ども家庭支援センター 双子ちゃんの会（子育て支援課
小平元気村おがわ東２階子育て交流広場にて）、幼児歯科相談（健康推進課 13：30～14：45 健康センターにて）

16 水

いきいき認知症予防教室（高齢者支援課 10：00～11：30 小川西町公民館にて）、家庭教育講座 赤ちゃんとのスキンシップ ベビーマッサージ＆体操
（大沼公民館 11月25日までの水曜日 10：00～12：00）、子ども家庭支援センター 助産師さんの相談会（子育て支援課 10：00～11：00受付 小平元気
村おがわ東２階子育て交流広場にて）、いきいき介護予防運動講座（高齢者支援課 14：00～15：30 小川西町公民館にて）、ステップアップ離乳食（健
康推進課 ステップ①13：30～、14：30～ ステップ②14：00～、15：00～ ステップ③9：45～ ステップ④10：45～ 健康センターにて）

17 木

幼児歯科相談（健康推進課 10：00～11：15 健康センターにて）、１歳６か月児健康診査（健康推進課
ニア講座 山登りで10歳若返ろう（小川公民館 11月19日までの木曜日 13：30～15：30）

12：30～13：15受付

10：30～11：30

健康センターにて）、シ

もぐもぐ教室 離乳食講習会（健康推進課 10：00～12：00 健康センターにて）、出張児童館 イン 子育てふれあい広場（子育て支援課 11：00～ 小川
18 金 西町中宿地域センターにて）、健康づくり講演会（健康推進課 14：00～16：00 健康センターにて）、金曜市民劇場 絵の中のぼくの村（中央公民館
19：00～）
ふるさと村 紙芝居を楽しもう（ふるさと村 13：30～14：30）、トップアスリートによるランニング教室（文化スポーツ課 9：30～11：30、13：00～
19 土 15：00 中央公園陸上競技場にて）、子ども家庭支援センター まつぼっくりのひろば（子育て支援課 10：00～11：50 小平元気村おがわ東１階にて）、
学習講座 そっくりシャボン玉を作ろう、秋の虫を観察しよう（下水道課 10：00～11：30 ふれあい下水道館にて）
20 日
21 月
22 火
23

水

家庭教育講座 ベビーダンスで赤ちゃんもママもハッピースマイル（小川西町公民館 10月22日までの木曜日 10：00～12：00）、幼児歯科相談（健康推進
24 木 課 10：00～11：15 健康センターにて）、３歳児健康診査（健康推進課 12：30～13：30受付 健康センターにて）、出張児童館 イン 子育てふれあい
広場（子育て支援課 11：00～ 御幸地域センターにて）

25 金

ふるさと村 十五夜飾りの展示（ふるさと村 9月27日まで）、かむかむ教室 幼児食講習会（健康推進課 10：00～12：00 健康センターにて）、子ども家
庭支援センター ０歳さん集まれ（子育て支援課 10：15～11：00 小平元気村おがわ東２階子育て交流広場にて）、５歳児歯科健診（健康推進課 13：15
～14：30受付 健康センターにて）、BCG集団予防接種（健康推進課 14：00～15：30 健康センターにて）、夜間納税窓口（収納課 17：00～20：00 市
役所２階収納課にて）

ふるさと村 郷土学習 粉食文化を学ぶ、手打ちうどん作り（ふるさと村 10：00～14：00）、ホタル飼育者養成講習会（水と緑と公園課 10：00～12：00
26 土 中央公民館学習室１にて）、子ども家庭支援センター 絵本の会（子育て支援課 10：30～11：30 小平元気村おがわ東２階子育て交流広場にて）、エコダ
イラ・カフェ（環境政策課 13：30～15：30 中央公民館講座室２にて）
27 日
28 月
29 火

子ども家庭支援センター おそと広場（子育て支援課 10：30～11：30 中央公園にて）、健康づくり相談（健康推進課
て）、幼児歯科相談（健康推進課 13：30～14：45 健康センターにて）

13：15～15：00

健康センターに

子ども家庭支援センター 子どもの育ちと遊び（子育て支援課 11：00～12：00 天神地域センター子育て広場にて）、３～４か月児健康診査（健康推進課
30 水 12：15～13：15受付 健康センターにて）、シニア講座 ムリしない 筋力アップ軽体操（上水南公民館 12月2日までの水曜日 13：30～15：30）、夜間講
座 初心者のためのギター講座（花小金井南公民館 12/2までの水曜日 19：00～21：00）
※ 場所・時間等はあくまでも予定ですので、今後変更等の場合もあります。また、行事によっては、あらかじめ申込みが必要なものもありますので、担当課へ
お問い合わせください。

