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掲載依頼原稿とビラ・ちらし、お知らせ、ミニコミなどを参考に作った情報欄です。

開　催　

◆シンポジウム「公共放送NHKはどうあるべきか～
市民による次期NHK会長候補･前川喜平さんと考
えるメディアの今と未来」

・12月1日(木)13:30-
・会場：衆議院第1議員会館1F多目的ホール(国会議事

堂前駅1番出口歩3分)
・パネリスト：前川喜平(現代教育行政研究会･元文部

科学次官),金平茂紀(ジャーナリスト･早稲田大学),上
西充子(法政大学･国会パブリックビューイング)

・報告者：鈴木祐司(次世代メディア研究所･元NHK放
送文化研究所)   ・定員：当日先着198人

・司会：永田浩三(武蔵大学･元NHKプロデューサー )
・問合せ：市民とともに歩み自立したNHK会長を求める

会 tel:090-8056-4161(小滝),090-4050-5019(長井)
◆緊急シンポジウム「統一教会の実態を徹底的に暴く」
・12月2日(金)17:00-(開場16:30)
・会場：衆議院第1議員会館B1F大会議室(国会議事堂

前駅歩3分)
・発言：山口広(弁護士),鈴木エイト(ジャーナリスト),

郷路征記(弁護士)､川井康雄(弁護士),阿部克臣(弁護
士),鈴木壮(弁護士),中川亮(弁護士),久保内浩嗣(弁護
士),元統一教会信者や信者二世(要請中)

・コーディネータ：酒高信(評論家),井筒大介(弁護士)
・定員：申込先着250人
・申込み：共同テーブル tel:090-8808-5000(藤田)/
   E-mail:e43k12y@yahoo.co.jp
◆憲法9条改憲NO！ウィメンズアクション
・12月2日(金)18:00-19:00
・場所：JR有楽町駅イトシア前(有楽町駅中央口歩1分)
・主催：戦争させない･9条壊すな!総がかり行動実行

委員会　http://sogakari.com/
◆学習会「自民党改憲案の問題点を衝く！」
・12月2日(金)18:30-20:30
・会場：亀戸文化センター (カメリアプラザ)6F第3研

修室(亀戸駅北口歩2分)
・講師：清水雅彦(日本体育大学)
・定員：申込先着48人(リモート参加可)
・申込み・問合せ：戦争させない江東アクション
　tel:080-4364-5499(市民の声･江東)/fax:03-3636-

1033/E-mail:usausa@js5.so-net.ne.jp
◆憲法九条と幣原喜重郎
・12月3日(土)14：00-16：00
・会場：TreeHall(豊田駅北口歩9分)
・講師：笠原十九司(都留文科大学名誉教授)
・参加費：500円(30歳以下無料)   ・定員60人

・問合せ：(N)日野･市民自治研究所  tel/fax:042-589-
2106/E-mail:office@hino-shiminjichi.jp

◆ 講演会「キリスト教信仰共同体とミャンマー軍事
クーデター」

・12月3日(土)14:00-16:00
・会場：明治学院大学白金校地(白金台駅･白金高輪駅

･高輪台駅歩7分)+オンライン
・内容：軍事クーデター以降のミャンマーキリスト教

の動向､日本のキリスト者らとのつながりについて
・講師：渡邊さゆり(マイノリティ宣教センター )
・申込：https://forms.office.com/r/zibTCZeZFW
・問合せ：明治学院大学キリスト教研究所 
  tel:03-5421-5210/fax:5421-5214/
  E-mail:kiriken@chr.meijigakuin.ac.jp
◆憲法改悪に反対し､軍拡と軍事費増大に反対する
「2022年 わだつみ会 不戦のつどい」

・12月3日(土)14:00-16:30(開場13:30)
・会場：日本教育会館701号室(神保町駅A1出口歩3分

)+オンライン(Zoom)
・講演：｢｢台湾有事｣と戦争政策に反対し東アジアの

平和を(仮題)｣浅井基文(元外交官･政治学者)
・資料代：500円(オンライン参加無料)
・ オン ラ イン 申 込：E-mail:noborun2@amail.plala.

or.jp ※締切12/1,先着100人
・問合せ：日本戦没学生記念会(わだつみ会)
  tel:080-4706-8071
◆再処理とめたい！秋の連続講座 第3回「鎌田慧が

語る､下北半島をめぐる核(仮題)」
・12月3日(土)14:00-16:00
・会場：連合会館402会議室(新御茶ノ水駅B3出口すぐ)
・講師：鎌田慧(ルポライター ) ・資料代：800円
・問合せ：再処理とめたい!首都圏市民のつどい
 tel:03-5289-8224(原水禁気付)
◆横須賀を中国侵略戦争の出撃基地にさせない！

12.3横須賀集会
・12月3日(土)14:00-,デモ16:30-
・会場：ヴェルクよこすか3F第6会議室･第3研修室(横

須賀中央駅歩5分)  ・資料代：500円
・問合せ：改憲･戦争阻止!大行進横須賀実行委員会
  tel:080-5002-8744(品川)
◆ジェンダー平等推進シンポジウム「個人の自立を

支える賃金･税･社会保障を考える」
・12月3日(土)14:00-18:00(開場13:30)
・会場：全労連会館2Fホール(御茶ノ水駅歩8分)+オン

ライン(Zoom･YouTube)
・内容：<1部>オンライン講演｢フランスはどう少子化
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を克服したか(仮)-社会保障と市民運動､憲法｣高崎順
子(ライター )/<2部>ディスカッション｢全労連の考え
るジェンダー平等社会小畑雅子(全労連),｢年収270万
円でも暮らせる社会とは｣生協労連,｢政府の進める｢働
き方に中立的な社会保障政策｣とは(仮)｣中澤秀一(静
岡県立大学)

・Zoom：https://onl.tw/T7EWdKc (ID:873 5952 
2743/パスコード:607270)

・YouTube：https://onl.bz/LgF4GnN
・問合せ：全労連 tel:03-5842-5611
◆清水雅彦先生と憲法を語り合う集い
・12月3日(土)15:00-17:00
・会場：大蔵地区会館第2会議室(祖師ヶ谷大蔵駅歩15

分)　・資料代：500円
・問合せ：成城･祖師谷九条の会
　tel:090-9380-7015(根岸)
◆矢川って、どんな川？　―生き物たちの冬支度を見

に行こう―
・12月4日(日)9:45-12:00
・集合：9：30矢川駅北口エレベーター付近
・お話：大谷和彦(くにたち桜守代表)　・定員：20人
・持ち物：飲物、帽子　
・参加費：500円(中学生以下無料)
・問合せ：くにたち水の探検隊 tel:090-6039-2134(酒

井)/E-mail:miztanken@gmail.com
◆シンポジウム「生活苦しいやつ声上げろ！ー物価上

昇時代における最低賃金1500円と社会保障拡充」
・12月4日(日)13:30-16:00
・会場：ロフトプラスワン(新宿駅東口歩6分)
・ 登 壇：｢奨 学 金 に 苦 し む 若 者 た ち｣岩 本 菜 々 ((N)

POSSE),｢フードバンクからみえる貧困｣冨永華衣(大学
4年生),｢エッセンシャルワーカーと最低賃金｣蓑輪明
子(社会学者)

・参加費：1000円/学生･若者無料
・申込フォーム：https://peatix.com/event/3415353
・主催：AEQUITAS(エキタス)
◆温暖化とコロナの真相を探るシンポジウム－医療

と環境科学の二大煽りはグローバル支配の仕掛け
か！を解明する－

・12月4日(日)13:30-16:30
・会場：スクエア荏原ひらつかホール(武蔵小山駅･戸越

銀座駅･荏原中延駅歩10分)
・内容：基調講演｢温暖化とコロナ､恐怖バブルフェイク

の真実｣増田悦佐(｢恐怖バブルをあおる 世界経済はウ
ソばかり!｣著者)/パネル討論:増田悦佐･植草一秀(政治
経済学者)･青柳貞一郎(泌尿器科医師)･山口雅之(全国
再エネ問題連絡会)   ・参加費：1000円

・申込：https://ondan567kai.wixsite.com/index
・問合せ：温暖化とコロナに流されない市民の会
　E-mail:ondan567kai@gmail.com

◆三里塚大地共有運動の会 第5回総会記念集会
・12月4日(日)14:00-(開場13:30)
・会場：文京シビックセンター 4Fホール(後楽園駅･春

日駅歩)
・内容：主催者挨拶･総会報告:山口幸夫(三里塚大地共

有運動の会)/決意表明:加瀬勉(元三里塚大地共有委員
会代表)｢利権政治と個人主義｣ビデオ報告/メッセージ
:柳川秀夫(三里塚芝山連合空港反対同盟)･大森武徳(三
里塚大地共有運動の会,続･木の根物語プロジェクト)/
活動報告/連帯発言:岡野純一･おかのまめ(辺野古へカ
ヌーを贈る会)･斎藤春光(福島原発刑事訴訟支援団)･
大道寺毅(羽田空港を監視する会)･渡邉充春(関西三里
塚闘争に連帯する会)   ・資料代：500円

・問合せ：(一社)三里塚大地共有運動の会 tel:03ｰ3372
ｰ9408/fax:3372ｰ9402/E-mail:kyoyu@sanrizuka.net

◆沖縄辺野古新基地建設問題と戦争･軍拡反対を訴
える街頭宣伝

・12月4日(日)14:00-15:30
・場所：巣鴨駅北口
・内容：三線,歌,踊り,お芝居,スピーチ,対話,リーフレッ

ト配り,スタンディングetc.
・呼びかけ：沖縄と東京北部を結ぶ集い実行委員会
　https://twitter.com/okinawatohokubu
◆講演会「沖縄と基地・戦争―加害の出撃拠点として

の基地」

・12月4日(日)14：00-16：00(開場13：30)
・会場：北野市民センター 7F会議室1(北野駅前)
・講師：林博史(関東学院大学)　・資料代：500円
・問合せ：沖縄とつなぐ八王子の会 E-mail:shima1943@

yahoo.co.jp/tel:070-5567-4997(榎本)
◆くにたち人権月間2022「大地よ！―宇梶静江さん

からアイヌ力(ちから)を学ぶ」

・12月4日(日)14：30-17：00
・会場：くにたち市民芸術小ホール(谷保駅,矢川駅歩)
・内容：アニメ｢七五郎沢の狐｣上映,お話：宇梶静江(詩

人),アイヌ伝統音楽と踊り
・ 賛 同 お 願 い： ゆ う ち ょ 銀 行028店・ 普 通10290-

41959121(タチヤナギヨウコ)＊アイヌ支援と明記
・問合せ：くにたち人権・平和条例をいかす会
　tel:090-3804-4991(押田)

・申込み：国立市役所市長室平和・人権・ダイバーシ
ティ推進係　tel:042-576-2111

◆講演会「日本を再び『戦場』にしないために」
・12月4日(日)19:00-
・会場：武蔵野スイングビル10Fスカイルーム(武蔵境

駅田口歩2分)
・講師：布施祐仁(｢日米同盟･最後のリスク｣著者)
・資料代：500円(高校生以下･障がい者無料)
・問合せ：むさしの憲法市民フォーラム 
　tel:080-5411-4067(高橋)
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◆今こそ､子どもの権利条約の実現を地域から！｢東
京都こども基本条例｣から朝鮮学校差別を考える

・12月5日(月)18:30-
・会場：府中市市民活動センタープラッツ第3会議室(

府中駅南口歩1分)+オンライン
・講師：野村武司(東京経済大学)　・資料代：500円
・申込：https://forms.gle/Ekai2kkWvcwBkVaE6
・申込み・問合せ：｢東京都こども基本条例｣から朝鮮

学校差別を考える会 tel:090-3085-7557(松野)/
　E-mail:kodomo.kihon@gmail.com
◆シンポジウム「ロシア-ウクライナ戦争と変容する

世界～反戦の論理と国境を越えた民衆連帯の思想
をどう紡ぎ出すか」

・12月5日(月)18:30-21:00
・会場：IKE･Biz としま産業プラザ第3会議室(池袋駅南

口歩7分)
・講師：太田昌国(民族問題研究)
◆12.6 秘密保護法廃止！共謀罪廃止！監視社会反

対！「4.6を忘れない6日行動」
・12月6日(火)12:00-12:45
・場所：衆議院第2議員会館前(国会議事堂前駅･永田町

駅歩5分)
・発言：国会議員,市民団体
・共催：｢秘密保護法｣廃止へ!実行委員会,共謀罪NO!実

行委員会　https://www.kyobozaino.com/
◇院内集会「強行採決から9年 改めて秘密保護法を問う」
・12月6日(火)13:30-15:30　※ライブ配信予定(詳細HP)
・会場：衆議院第2議員会館B101室
・内容：お話｢情報公開法､公文書管理法からみた秘密

保護法｣三木由希子(情報公開クリアリングハウス)/発
言:市民団体

◆憲法改悪を許さない 総がかり行動 署名街頭宣伝
・12月6日(火)18:00-
・場所：新宿駅東南口
・共催：戦争させない･9条壊すな!総がかり行動実行委

員会/9条改憲NO!全国市民アクション　
　http://kyujokowasuna.com/
◆研究フォーラム2022「ケアに満ちた地域社会をつ

くろう～『子ども･若者ケアラー』の現状と課題～」
・12月7日(水)13:00-15:30　参加無料
・会場：スペース･オルタ(新横浜駅歩8分)+オンライン

(YouTube)
・内容：基調講演｢子ども･若者ケアラー支援の現状と

課題｣斎藤真緒(立命館大学)/鼎談｢市民参加による子
ども･若者支援の活性化に向けて｣中嶋圭子(日本ケア
ラー連盟)･斎藤真緒,コーディネーター :沖村有希子(若
者ケアラー福祉サービス会社)

・申込フォーム：https://onl.sc/CaqLhTq
・問合せ：(N)参加型システム研究所 tel:045-222-8720
◆萩山・親子のひろば「どんぐり」

・12月8日(木)10:00-
・場所：萩山公民館(萩山駅歩4分)
・内容：手遊び、絵本の読み聞かせ等/子育て相談、歯

科健康相談は随時対応
・問合せ：東村山市地域子育て課　tel:042-393-5111
◆第10回国連・人権勧告の実現を！　ドキュメンタリ

ー映画「ワタシタチハニンゲンダ！」上映＆トーク
・12月8日(木)16：00-
・会場：国会議員会館(通行証は15：30より配布)
・内容：上映、基調講演：高賛侑(監督)、課題別報告
・問合せ：実行委員会　tel:090-9804-4196(長谷川),
　E-mail:jinnkennkannkokujitsugen@gmail.com
◆講演＆コンサート「収容所の子供たちからの命のメ

ッセージ」
・12月8日(木)18：30-20：30(開場18：00)
・会場：大田区民プラザ小ホール(下丸子駅前)
・お話：野村路子(ノンフィクション作家)
・コンサート：野村路子(語り),西山琴恵,中村ヨシミツ(

ギター )
・参加費：1000円,高校生以下500円
・問合せ：田園調布九条の会 tel:03-3721-6484(鳥居)
◆九条の会･足立連絡会 第7回足立不戦のつどい
・12月8日(木)18:30-
・会場：東京芸術センター 21F天空劇場(北千住駅西口

歩7分)
・講演：｢敵基地攻撃と日米一体化-台湾有事に巻き込ま

れる日本｣半田滋(防衛ジャーナリスト)
・参加費：1000円
・問合せ：九条の会･足立連絡会 tel:090-7184-8180(

五十嵐)
◆JAL争議の早期全面解決をめざす 総決起集会
・12月8日(木)18:30-
・会場：文京区民センター 3F会議室A(春日駅･後楽園

駅歩)
・問合せ：実行委員会 tel:03-3265-2905/
　E-mail:chiyodakurokyo@gmail.com(千代田区労協)
◆緊急大集会「国葬裁判勝利と統一教会の解体～統

一教会は人々をいかに洗脳していったのか」
・12月9日(金)16:00-(入館証配布15:30-)
・会場：衆議院第1議員会館B1F大会議室(国会議事堂前

駅1番出口歩3分)
・内容：特別講演｢統一教会の危険な洗脳の実態を暴く

｣野田正彰(精神病理学者)/各界からの発言:鳥越俊太
郎(ジャーナリスト)･竹信三恵子(和光大学名誉教授)･
平野貞夫(元参議院議員)･古賀茂明(古賀茂明政策ラボ
)･藤倉善郎さ(ジャーナリスト･やや日刊カルト新聞社
)･清水雅彦(日本体育大学)

・定員：申込先着250人
・申込み：E-mail:murayamadanwa@ybb.ne.jp
・問合せ：安倍元首相の国葬を許さない会 tel:090-
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9399-3941(松 平),090-8565-5407(小 山),090-8808-
5000(藤田)

◆講演「子どもの権利の観点から校則を考える」
・12月10日(土)10：00-11：50
・会場：小平市福祉会館(青梅街道駅歩)
・講師：西郷孝彦(元世田谷区立中学校長)
・参加費無料　　・定員：50人
・問合せ：小平市地域学習支援課　tel:042-346-9834
◆おひさま子ども食堂
・①12月10日(土)②12月24日(土)11:30-13:00
・場所:文楽カフェ (萩山駅歩8分)
・メニュー：①えびシチュー②クリスマスメニュー
・問合せ：おひさま子ども食堂090-6155-0386(吉田)
◆聞いて伝えよう 東京大空襲のこと
・12月10日(土)13:00-
・会場：萩山公民館(萩山駅歩4分)
・体験者：二瓶治代/DVD上映（15分)
・参加費:300円(18歳以下無料)
・問合せ：東京大空襲を語りつぐ実行委員会
  090-5347-3039(鈴木)
◆東京平和祈念館(仮称)建設をすすめる会　22周

年のつどい
・12月10日(土)13：30-
・会場：エデュカス東京地下(市ヶ谷駅,四ツ谷駅歩)
・講演「東京空襲と学童疎開」青木哲夫(東京大空襲・

戦災資料センター )　・参加費無料
・問合せ：同会　tel:03-3230-3211
◆くにたち地域コラボ研修講座「基礎から学ぶ市民活

動のお金の話」
・12月10日(土)13：30-15：30
・会場：KFまちかどホール(谷保駅歩)
・講師：土屋一登(認定ファンドレイザー )
・参加無料　・定員30人(申込先着順)
・問合せ：くにたち地域コラボ　tel:042-573-1023(月

火木金13：00-17：00)
◆第29回アジア・フォーラム横浜証言集会「アメリカ

航空隊に華人パイロットがいた！-義勇軍「フライン
グ・タイガース」の実態が明らかに」

・12月10日(土)13:30-16:30(開場13:00)
・会場：かながわ県民センター 2Fホール(横浜駅西口歩

5分)
・証言：何永道(｢フライング･タイガース｣パイロット

･102歳･リモート証言)/林少彬(歴史研究者･シンガポ
ールからリモート証言)

・講演：高嶋伸欣(琉球大学名誉教授)
・資料代：1000円/学生以下無料
・問合せ：tel:080-4536-3503(吉池)
◆人権問題都民講座「文学から考える戦争と平和ー

現代ロシア語文学の場合」
・12月10日(土)14:00-16:00(開場13:30)

・会場・問合せ：東京都人権プラザ(芝公園駅歩3分
大門駅歩7分浜松町駅歩8分)オンラインありtel:03-
6722-0123E-mail:fukyu3103@tokyo-jinken.or.jp

・講師：沼野恭子(東京外国語大学)
・定員：40人(オンライン100人)/UDトーク、手話通訳
◇展示「講師の翻訳作品と文学作品の展示」
・12月10日(土) ～ 12月24日(土)9:30-17:30
◆青梅九条の会講演会「日本を再び『戦場』にしない

ために」
・12月10日(土)14:00-16:00(開場13:40)
・会場：青梅市福祉センター集会室(東青梅駅歩4分)
・講師：布施裕仁(ジャーナリスト) ・定員：先着90人
・資料代：300円(高校生以下無料)
・問合せ：青梅九条の会 tel:0428-31-1302(中村)
◆日本は朝鮮に何をしたか？軍事侵略･植民地支配を

した時代 第3回「文化政治と1920年代」
・12月10日(土)14:00-16:00
・会場：スペースたんぽぽ(水道橋駅西口歩5分)
・お話：慎蒼宇(法政大学)　・参加費：800円
・問 合 せ：た ん ぽ ぽ 舎 tel:03-3238-9035/fax:3238-

0797/E-mail: nonukes@tanpoposya.net　
　http://www.tanpoposya.com/
◆講演会「赤松小三郎の立ち位置 ～公論と暴力の比

較史を背景に」
・ 12 月 10 日(土）14：00-16：30(受付開始13:30)
・会場： 日比谷図書文化館 地下１階コンベンションホ

ール （霞が関駅,日比谷駅前）
・講師：三谷博(東京大学名誉教授)
・参加費：1000 円　・定員100人
・申込み： 上田高等学校関東同窓会赤松小三郎研究会
　E-mail:kannazuki-6318@kxb.biglobe.ne.jp
◆南京大虐殺から85年 2022年東京証言集会－父

の戦争をともに背負う－
・12月10日(土)14:00-17:00(開場13:30)
・会場：全水道会館大会議室(水道橋駅歩3分)+オンラ

イン
・講演：｢父の戦争責任を一緒に背負って｣田中信幸(｢一

道背負｣著者･教科書ネットくまもと)
・資料代：1000円(オンライン共)
・申込み：ノーモア南京の会 fax:03-3889-9499
  E-mail:nomorenanjing1937@gmail.com
  http://www.jca.apc.org/nmnankin/index-j.html
◆2022こもん研　冬のバーベキュー
・12月11日(日)10：00-　・雨天中止
・会場：葛西海浜公園(集合:葛西臨海公園駅前広場)
・参加費：大人1000円,子ども500円
・問合せ：子供問題研究会 tel:03-3824-3306/fax:03-

3824-3307/当日tel:090-3964-1805(岡崎)
◆正月飾りをつくろう

・12月11日(日),24日(土)①10：00 ～ /②13：30 ～
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・会 場・問 合 せ：シビル(立 川 駅 南口 歩3分)tel:042-
524-9014/E-mail:civiltachiakwa@yahoo.co.jp

・参加費：1500円(1つ分の材料費を含む)、2つ以上作
る人は材料費500円プラス

◆東京シューレ学園15周年の集い「子ども中心の教
育を目指して」

・12月11日(日)13:00-16:45　　・資料代：1000円
・会場：日本教育会館8F(神保町駅歩3分)
・内容：【第一部】記念講演｢体験学習で学校を変える～

きのくに子どもの村学園の挑戦｣堀真一郎(きのくに子
どもの村学園)/【第二部】ミニ講話「不登校特例校の
可能性」清重隆信(文部科学省)・講演「子どもが創る、
こどもと創る～自分発が生きる学びの場～」奥地圭子
(東京シューレ学園)・リレートーク「私の体験･私の
思い」卒業生より,「我が子が東京シューレ学園で育っ
て」保護者より/ほか展示,15周年記念グッズ販売予定

・問合せ：東京シューレ学園tel:03-5678-8171/fax:03-
5678-8172

◆多摩地域史研究会例会「野川流域の文化財を歩く
―復元されたワサビ農家と新車水車を中心に」

・12月11日(日)13：30-16：30
・集合場所：近藤勇生家跡(多磨駅歩12分)
・案内人：梶原喜世子(東大和市郷土博物館),梶原勝(多

摩地域史研究会）
・コース：龍源寺,近藤勇墓地,ワサビ田,出山横穴墓群８

号墓,旧峰岸家新車水車,掩体壕
・参加費：500円　・申込不要
・問合せ：多摩地域史研究会　fax:042-563-2896
  E-mail:tamatiken@yahoo.co.jp/tel:080-5497-0103(

当日のみ)
◆講演会「ＬＧＢＴＱ＋差別と児童虐待に隠されたもの」
・12月11日(日)14：00-16：00(開場13：30)
・会場：くにたち市民芸術小ホール(谷保駅,矢川駅歩10分)
・講師：歌川たいじ(小説家・漫画家)
・定員：200人(申込先着順)　・手話通訳あり
・問合せ：国立市平和・人権・ダイバーシティ推進係
 tel:042-576-2111/E-mail:sec_diversity@city.kunitachi.lg.jp
◆ウトロで終らないウトロの話ー差別・ヘイトクライム

を許さない、共に暮らす平和なまちをつくるために
・12月11日(日)17:00-20:00(16:30開場)
・会場：国立市民芸術小ホール(矢川駅谷保駅歩10分)
・内容：講演会「ウトロに生きる ウトロで出会う」金

秀煥(ウトロ平和祈念館)/問題提起「ウトロ放火事件
裁判を通して見えてきたヘイトクライムの解決に向
けて」師岡康子(弁護士)/シンポジウム｢人権を尊重し、
多様性を認め合う平和なまちづくり基本条例を掲げる
国立市としてできること｣

・定員：200名   ・参加費無料
・問合せ：実行委員会  042-575-1502(瀧柳)
  E-mail:k_inomata203@yahoo.co.jp
◆学習会「統一教会とジェンダー―ねらわれた家族の

あり方」
・12月13日(火)14：00-(13：30開場）
・会場：さいたま共済会館602(浦和駅西口歩10分)
・講師：斎藤正美(富山大学非常勤講師)
・資料代：500円
・問合せ：野党共闘をすすめる埼玉女性の市民連合　

tel:048-829-2307(細田)
◆オール埼玉総行動学習決起集会
・12月13日(火)18：30-20：30
・会場：浦和コミュニティセンター多目的ホール(浦和

駅東口パルコ10F)
・講演：清水雅彦(日本体育大学)
・問合せ：tel:048-814-1911
◆伴侶を亡くした人が語り合う会
・12月15日(木)13：30-16：00
・会場：小平市福祉会館3F(青梅街道駅歩)
・参加費：200円　・伴侶のある人は参加できません。
・問合せ：熟年いきいき会　tel:042-341-8604(太田)
◆電力自由化と電力システム改革第4回
・12月15日(木)18:00-20:30
・会場：スペースたんぽぽ(水道橋駅西口歩5分)
・プレゼン：田中一郎　・参加費：800円
・問 合 せ：た ん ぽ ぽ 舎 tel:03-3238-9035/fax:3238-

0797/E-mail: nonukes@tanpoposya.net　
　http://www.tanpoposya.com/
◆講演会「武器としての国際人権ー日本の貧困､報道､

差別」
・12月16日(金)19:00-21:00　参加無料
・会場：全理連ビルB･C会議室(代々木駅北口前)
・内容：国際基準からみた日本の人権保障の状況/ジュ

ネーブで行われた自由権規約の日本政府報告書の審
査や他の条約審査に関する報告

・講師：藤田早苗(英国エセックス大学人権センター )
・問合せ：全国青年司法書士協議会憲法委員会
  tel:080-3744-2121(布目)
◆フリースペースって、どんなとこ？
・12月17日(土)10:00-12:00
・会場・問合せ：川崎市子ども夢パーク(津田沼駅歩5

分)tel:044-833-7562fax:044-833-7534
  E-mail:freespace@tamariba.org

・内容：｢不登校｣｢ひきこもり｣の子ども・若者の居場所
づくりを画像等をまじえ紹介、質疑応答など。

・定員：15名(先着順･要予約)　・参加費:500円
◆立川自衛隊監視テント村結成50周年記念集会
・12月17日(土)13:30-
・会場：三多摩労働会館(立川駅歩3分)
・内容：基調講演･大西一平「自衛隊･世論･反戦運動の

50年」/立川基地スライド/テント村思い出トーク/仲
間たちより　・参加費：500円

・問合せ：立川自衛隊監視テント村tel:042-525-9036/
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E-mail:tento72@yahoo.co.jp
◆とめよう！軍拡  もつな！敵基地攻撃能力  池袋ア

クション
・12月17日(土)14:00-,デモ14;40-
・場所：東池袋中央公園(東池袋駅2出口歩6分)
・主催：池袋アクション
◆日中近現代史連続講座最終回「朝鮮植民地支配と

帝国日本～何のため､誰のための植民地支配か」
・12月17日(土)14:00-16:00
・会場：スペースたんぽぽ(水道橋駅西口歩5分)
・内容：帝国日本の韓国･朝鮮への植民支配､中国への

侵略戦争が如何なる歴史的背景によって強行された
のかを帝国日本の構造と体質という観点から読み解く

・お話：纐纈厚(山口大学名誉教授) /・参加費：800円
・問合せ：たんぽぽ舎 tel:03-3238-9035/
  fax:3238-0797/E-mail: nonukes@tanpoposya.net　
  http://www.tanpoposya.com/
◆「平井川こどもの水辺」自然かんさつ仲間～川のそ

うじ～
・12月18日(日)9:30-  　雨天中止
・場所：御堂会館(福生駅からバス)
・参加費：100円(子ども50円)　・定員：30人
・問合せ：川原で遊ぼう会･平井川こどもの水辺協議会

tel:042-559-8281/ E-mail:kawarade@nifty.com
◆ミニ門松作り
・12月18日(日)10:00-12:00
・場所：北本市野外活動センター (北本駅からバス)
・定員：20名(申込順)   ・参加費：800円
・問合せ：さいたま緑のトラスト協会　tel:048-824-

3661/E-mail:main@saitama-greenerytrust.com
◆講演会「教育　共育～子どもたち全てに笑顔あふ

れる学びを!?」
・12月18日(日)13：00-16：00(開場12:30)
・会場：所沢市まちづくりセンター中央公民館(西所沢

駅,所沢駅歩15分)
・講師：前川喜平(元文部科学事務次官)
・参加無料　・手話(要事前予約),要約筆記
・問合せ：所沢・教育と福祉を問い直す会
　tel･fax:04-2949-2687( 小 野 ),E-mail:acnst0603@

yahoo.co.jp
◆東京オリンピックが残したものを巡るフィールドワ

ーク
・12月18日(日)13:00-16:00
・集合：13:00 JR千駄ヶ谷駅前
・コース：千駄ヶ谷駅-人工地盤-学徒出陣の碑-外苑西

通り沿い-都立霞ヶ丘アパート沿い-JSC前,JOC前-伊藤
忠ビル-イチョウ並木-軟式野球場前噴水-神宮球場脇-
絵画館広場-神宮プール跡地-信濃町駅

・定員：申込先着20人  ・参加費：1000円
・申込み：E-mail:keiko-n@krf.biglobe.ne.jp

◆フィールドワーク「杉並清掃工場施設見学 東京ゴ
ミ戦争歴史みらい館」

・12月18日(日)13:00-16:30(集合12:45)
・見学先：杉並清掃工場・東京ゴミ戦争歴史みらい館
・問合せ：東京清掃労働組合tel:03-3237-9995
  E-mail:fukuiinchol@tokyoseisou.or.jp
◆憲法と教育の改悪を許さない！
・12月18日(日)13:15-(13:00開場)
・会場：全国教育文化会館エデュカス東京(麹町駅歩5

分四谷駅歩7分),オンライン有り
・内容：①｢核兵器の廃絶をめざして｣東京学生平和ゼ

ミナール/｢英語スピーキングテストの中止を求めて｣
沖浜真治,②東京の学校現場と運動からの報告,③｢歴
史の教訓から考える｢国葬｣、大軍拡、学問・教育統制
｣山田朗(明治大学)

・資料代：800円(オンライン1000円),大学生以下無料
・問合せ：実行委員会tel:090-6137-0876
　E-mail:fuyushukai@gmail.com
◆講演会「根をどこに据えるかーウクライナ戦争への

一視点」
・12月18日(日)14:00-16：30(13:30開場)
・会場：八王子市北野市民センター (北野駅歩1分)
・講師：太田昌国(編集者・評論家）   ・資料代：700円
・問合せ：横田行動実行委tel･fax:042-592-3806
◆ABC企画委員会12月の講演会「川端康成と「特攻」

―没後五〇年に思う」
・12月18日(日)14:00-16:30(開場13:30)
・会場：中野区産業振興センター 3F(中野駅南口歩)
・講師：多胡吉郎(作家)　・資料代：500円
・コメンテーター：田中寛(ABC企画委員会)
・問合せ：tel/fax:042-348-1127/tel:080-5378-7543
  http://abckikaku.web.fc2.com
◆第85回「19日行動」12.19国会議員会館前行動
・12月19日(月)18:30-
・場所：衆議院第2議員会館前を中心に
・内容：各党挨拶,市民の発言,スタンディング
・問合せ：戦争をさせない1000人委員会 
  tel:03-3526-2920
◆原発事故被害者の救済を求める！検証集会ー今どう

なっている？被害者支援､甲状腺がん､保養､汚染水
・12月20日(火)15:30-18:00(開場15:00)
・会場：衆議院第2議員会館 多目的会議室(国会議事堂

前駅･永田町駅歩5分)
・内容：開会あいさつ:佐藤和良(いわき市議会議員)/国

会議員からの発言/｢原発事故被害をめぐる政策の変
遷｣満田夏花(FoE Japan)/避難者支援:はっとりいくよ
(ほっと岡山)･瀬戸大作(避難の協同センター )/甲状腺
がん:千葉親子(あじさいの会)/保養:矢野恵理子(福島
ぽかぽかプロジェクト)･利用者から(ビデオメッセージ
)/汚染水:織田千代(これ以上海を汚すな!市民会議)/生
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協関係者よりメッセージ/質疑と意見交換/閉会あいさ
つ:宇野朗子(原発事故被害者救済を求める全国運動)

・ 申 込 み：https://us02web.zoom.us/webinar/
register/WN_C4HryPFkRI6-62-O2?Jw

・問合せ：原発事故被害者の救済を求める全国運動
  tel:03-6909-5983/fax:6909-5986(国際環境NGO FoE 

Japan)https://foejapan.org/
◆ひきこもりUXママ会
・12月21日(水)11:00-13:30(開場10:40)途中休憩あり
・会場：国立駅前くにたち・こくぶんじ市民プラザオー

プンスペース(国立駅歩1分)/無料/申込不要/途中入退
室可

・対象：子育て中または子育て経験のあるひきこもり等
生きづらさを抱える女性自認の方(ひきこもり当事者
限定）。婚姻歴,年齢不問。

・定員：10人
・一時保育：要申込み・無料/対象:6か月以上の未就学

児/定員4人(先着)/申込締切12月14日(水)前日までキ
ャンセル可

・問合せ：国立市福祉総務課福祉総合相談係tel:042-
576-2111

◆多文化共生・国際理解講座「ルワンダの奇跡 その光
と影～ジェノサイドの経験とその後～」

・12月22日(木)13:30-15:00
・会場・問合せ：立川市柴崎学習館(立川駅歩7分)
　tel:042-524-2773　・定員：30名(申込順)

・講師：竹内進一(東京外国語大学)
◆レイバーフェスタ2022
・12月24日(土)13：00-19：00(開場12：30)
・会場：港区産業振興センター小ホール(三田駅歩4分)
・内容：映画｢荒野に希望の灯を灯す｣,音楽,講談｢鼓が

滝｣,短編映像｢安倍国葬反対運動ドキュメント｣,3分ビ
デオ20分他

・参加費：1700円(前売・予約1500円)/失業者・障害
者1000円/20歳以下・学生無料

・予約・問合せ：レイバーネット日本　tel:03-3530-
8588/E-mail:labor-staff@labornetjp.org

◆日本は朝鮮に何をしたか？軍事侵略･植民地支配を
した時代 第4回「15年戦争と朝鮮」

・12月24日(土)14:00-16:00
・会場：スペースたんぽぽ(水道橋駅西口歩5分)
・参加費：800円
・問 合 せ：た ん ぽ ぽ 舎 tel:03-3238-9035/fax:3238-

0797/E-mail: nonukes@tanpoposya.net　
　http://www.tanpoposya.com/
◆第6回 死刑と司法を考える「プリズンアカデミー･カ

フェ」in赤羽
・12月25日(日)13:30-16:00(受付13:00-)
・会場：青猫書房(赤羽駅北改札東口歩10分)
・内容：｢プリズンヨガの可能性-ヨガで人は変われるか

｣松浦亮輔･井上さゆり(プリズンヨガサポートセンター )
・参加費：1000円/25歳以下･生活困窮者500円 ※予約

優先
・問合せ：いのちのギャラリー tel:090-9333-8807
◆危機に迫る私たちの生活と軍事問題
・1月5日(木)13:30-16:30(開場13:00)
・会場：東京ボランティア･市民活動センター会議室

AB(飯田橋駅西口歩1分)+オンライン(Zoom)
・講師：天笠啓裕(ジャーナリスト･市民バイオテクノロ

ジー情報室),小寺隆幸(軍学共同反対連絡会)
・参加費：500円(オンライン無料)
・申込：https://forms.gle/FFLwPbV3N6GerwDV9
・振込先：郵便局10290-70860881
・問合せ：ゲノム問題検討会議 tel:090-2669ｰ0413/

E-mail:jreikochan@yahoo.co.jp(神野)
◆水俣病事件研究交流集会
・1月7日(土)10:30-17:00
・会場：エコネットみなまた(水俣市)　＊ZOOMあり
・資料代：1000円(会場参加者)
・問合せ：熊本学園大学水俣学研究センター tel:096-

364-8913/E-mail:minamata@kumagaku.ac.jp
◆調布｢憲法ひろば｣第186回例会「戦争する日本にさ

せないために 大軍拡と9条改憲を考える」
・1月8日(日)13:30-
・会場：たづくり1001学習室(調布駅歩4分)
・お話：末浪靖司(ジャーナリスト)  ・参加費：300円
・主催：調布九条の会　
  http://choufu9jou.sakura.ne.jp/
◆交流集会「主権者として今を生きる　part4　小平

～誰もが暮らしやすいまちに～
・1月14日(土) ～ 15日(日)10：00-17：30
・会場：小平市中央公民館ギャラリー (青梅街道駅歩)
・内容：キラキラ人形劇団｢桃太郎｣,リレートーク｢障が

いのこと,もっと知りたい｣｢コロナ禍における,子ども
たちを取り巻く環境は?｣｢小平における多文化共生の
提言｣,講演会｢障がい者をしめ出す社会は弱くもろい｣
藤井克徳(日本障害者協議会)･池上洋通(多摩住民自治
研究所),リレートーク｢公民館で憲法を考える｣｢小平の
男女共同参画は?｣｢くらしと環境、小平の農業は?自然
は?」

・チケット：500円(2日間)
・問合せ：小平実行委員会　tel:070-5518-1598(佐野)
 E-mail:tamajitiken1972@space.ocn.ne.jp
◆学習会「いまこそ平和の学習を」
・1月15日(日)13：30-16：00(開場13：00)
・会場：茅ヶ崎市勤労市民会館(茅ヶ崎駅歩)
・講師：藤田秀雄(立正大学名誉教授)
・問合せ：茅ヶ崎の社会教育を考える会　tel:0467-51-

3908(西山)
◆暮らしに役立つ電気のあゆみ～便利な家電に隠さ
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れた発明・発見～
・内容：簡単な実験を通じて電気のあゆみを知り、今

後の暮らしに役立つ電気の利用の仕方を学ぶ。
・講師：東京都消費者生活総合センター当職員
◇飯田橋会場
・1月16日(月)13:30-16:00
・会場・問合せ：東京都消費生活総合センター (飯田橋

駅歩)　tel:03-3235-1157
・定員：50名(都内在住･在勤･在学の方)12月16日締切
◇立川会場
・1月23日(月)13:30-16:00
・会場・問合せ：東京都多摩消費生活センター (立川駅

歩10分)  tel:042-522-5119
・定員：30名(都内在住･在勤･在学の方)12月23日締切
◆ふぇみん関東ネット新年のつどい「訴歌　あなたは

きっと橋を渡って来てくれる」
・1月21日(土)13：30-
・会場：東京・北とぴあ(王子駅歩)
・お話：阿部正子(編集者)ほか
・問合せ：ふぇみん関東ネットtel/fax:03-3401-3453/
　E-mail:femin@jca.apc.org
◆学習会シリーズ：731部隊の細菌戦「1940年寧波

細菌戦と1941年常徳細菌戦」
・2023年1月28日(土)13：30-17：00
・会場：港区立産業振興センターホール(田町駅･三田駅

歩)
・講師：奈須重雄(731部隊研究者)
・問合せ：(N)731部隊・細菌戦資料センター　tel:03-

3501-5558/E-mail:info@ichinoselaw.com
◆あそびワークショップ「わくわく絵本探検隊！」
・1月29日(日)10:00-11:00
・場所：小平市福祉会館(青梅街道駅歩6分)
・定員：12組(0-3歳の未就学児と保護者)
・参加費：ひとり500円　・申し込み開始12/19
・問合せ：小平子ども劇場tel/fax:042-347-7211
  E-mail:kodaira-kogeki.org
◆多摩地域公共図書館のミニコミ収集状況と市民ア

ーカイブ多摩の新目録の役割を考える
・2023年2月4日(土)14:00-16：30
・会場：市民アーカイブ多摩（玉川上水駅南口歩8分)

tel:042-536-5535(当日)
・内容：多摩地域図書館等のミニコミ収集状況調査報

告,必要な目録を考える
・参加費：500円(会員,学生無料)　　
・定員：20人(要申込み･先着順)
・申込み：ネットワーク・市民アーカイブ
　tel･fax:042-396-2430/E-mail:info@archive-tama.

sakura.ne.jp　http://www.c-archive.jp/

映画・演劇・コンサート

◆ドキュメンタリー映画「いまはむかしー父・ジャワ・
幻のフィルム」

・12月2日(金)14:00-16：30(13:30開場)
・会場：アイムホール(立川駅歩8分)
・内容：日本・インドネシア・オランダへの亡き父を思

う旅で辿りついた “戦争”の真実
・定員：190名(要予約) ・上映協力券：1000円
・申込み：市民ひろば・憲法の会tel:090-6504-3287(

細田)E-mail:katarai8@yahoo.co.jp
◆第12回日芸映画祭「領土と戦争」
・12月2日(金) ～ 8日(木)
・会場：渋谷ユーロスペース(神泉駅歩5分,渋谷駅歩10分)
・チケット：1回券:一般1300円,学生･会員･シニア1100

円(前売900円)/3回券:2850円(前売2100円)
・主催：日本大学芸術学部映画学科映像表現･理論コー

ス3年｢映画ビジネスⅣ｣ゼミ/ユーロスペース
◇12月2日(金)
・11:00-｢チェチェンへ アレクサンドラの旅｣/13:15-｢運

命は踊る｣/15:30-｢カティンの森｣/18:00-｢沖縄スパイ
戦史｣+トーク:三上智恵(監督)

◇12月3日(土)
・10:10-｢ひめゆりの塔｣+トーク:香川京子(俳優)※予定

/13:15-｢ウンタマギルー ｣+トーク:高嶺剛(監督)※予定
/16:10-｢アルジェの戦い｣+トーク:古賀太(日本大学芸
術学部)/19:00-｢狼火は上海に揚る｣

◇12月4日(日)
・10:10-｢島の春｣+トーク:下川正晴(｢日本統治下の朝鮮

シネマ群像｣著者)/12:30-｢アイダよ､何処へ?｣+トーク
:安田菜津紀(フォトジャーナリスト･(N)Dialogue for 
People)/15:00-｢あの旗を撃て コレヒドールの最後｣+
トーク:志村三代子(日本大学芸術学部)/17:30-｢地獄の
黙示録 ファイナルカット｣

◇12月5日(月)
・11:00-｢ブリキの太鼓｣/13:45-｢高地戦｣/16:45-｢運命

は踊る｣/19:00-｢チェチェンへ アレクサンドラの旅｣
◇12月6日(火)
・11:00-｢沖 縄 ス パ イ 戦 史｣/13:30-｢ひ め ゆ り の 塔

｣/16:00-｢ウンタマギルー ｣/18:30-｢カティンの森｣
◇12月7日(水)
・11:00-｢狼火は上海に揚る｣/13:00-｢あの旗を撃て コ

レヒドールの最後｣/15:15-｢アルジェの戦い｣/17:40-｢
ブリキの太鼓｣+トーク:渋谷哲也(日本大学文理学部)

◇12月8日(木)
・10:45-｢地獄の黙示録 ファイナルカット｣/14:05-｢半

島の春｣/15:45-｢アイダよ､何処へ?｣/17:45-｢高地戦｣+
トーク:寺脇研(映画評論象･映画プロデューサー )

◆セルゲイ･ロズニツァ監督 ドキュメンタリー映画
「ミスター･ランズベルギス」公開

・12月3日(土) ～
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・会場・問合せ：シアターイメージフォーラム(渋谷駅
歩10分) tel:03-5766-0114

・内容：1991年に祖国リトアニアをソ連から独立に導
いたヴィータウタス･ランズベルギス氏が30年前の熾
烈な文化的抵抗と政治的闘争を語る

・料金：一律2500円　https://www.sunny-film.com/
mrlandsbergis

◆ドキュメンタリー映画「だってしょうがないじゃな
い」

・12月3日(土)10：00-(開場9：30)
・会場：ルネこだいら中ホール(小平駅歩)
・バリアフリー字幕あり
・問合せ：ときわ会　tel:042-345-1564
  E-mai:rikai-keihatsu_kodaira@asayake.or.jp
◆張良二胡教室発表会＆張良ミニコンサート
・12月3日(土)13：30-(開場13：00)
・会場：ゆめりあホール(大泉学園駅北口歩1分)
・料金：1000円(全席自由,予約不要)
・問合せ：張良二胡 tel:03-6908-6289
◆映画「夢みる小学校」
・12月3日(土)11:00-12:30/14:30-16:00/18:00-19:30
・会場：東久留米市西部地域センター (小平駅歩26分)
・内容：ありのままの自分でいられる、子どもファース

トの学校とは？わくわくがとまらない
・会費：1000円(大学生以下無料)
・問合せ：tel:080-6568-3757(草刈)
◆公演「el tempo directed by KAVKA 

SHISHIDO」
・12月3日(土)16:00-(15:30開場)
・会場・問合せ：小金井宮地楽器ホール(武蔵小金井駅

南口前)tel:042-380-8099
・チケット：5000円(25歳以下3000円)
◆たまだいら文化の森 SDGs映画祭「グレタ ひとり

ぼっちの挑戦」
・12月4日(日) 10:00-,13:30-,17:00-(開場各30分前)
・会場：七生公会堂(高幡不動駅歩7分)
・内容：スウェーデンの若き環境活動家グレタ･トゥー

ンベリの素顔に迫ったドキュメンタリー
・チケット：大人1000円/学生500円/中学生以下無料
・前売：https://kikouhino.wixsite.com/greta/playguide
・問合せ：実行委員会 tel:070-3882-6479(堤崎),090-

6574-6775(星野)/E-mail:kikou.hino@gmail.com
◆どこかで出会ったあの歌2022
・12月4日(日)14：00-(開場13：30)
・会場：国分寺市立いずみホール
・出演：アザレア・うたの会,いずみオペラ・シンガー

ズ    ・全席自由　・参加無料
・問合せ：いずみおぺら・シンガーズ　tel:080-1226-

3424(追谷),E-mail:vryokov928@docomo.ne.jp
◆映画「プリズン･サークル」上映＆坂上監督トーク～

人が人として大切にされる社会をめざして～
・12月4(日)13:40-16:40(受付13:15-)
・会場：ぽっぽ町田B1F会議室1･2(町田駅歩3分)
・内容：取材許可に6年をかけ､2年にわたり日本国内の

刑務所に初めてカメラを入れて完成
・参加費：一般1000円/25歳以下700円
・申込み：E-mail:ricepine2021@gmail.com
・問合せ：アムネスティ ･インターナショナル日本 町田

グループ tel:080-6532-8860
◆ドキュメンタリー映画「憲法を武器として～恵庭事

件･50年目の真実」上映会
・12月4日(日)14:00-(開場13:30)
・会場：文京区民センター 3D会議室(春日駅･後楽園駅歩)
・参加費：1000円/学生500円
・問合せ：タキオンジャパン tel:090-3433-6644(稲塚)
◆親子で楽しむ「バレエ＆コンサート」
・12月4日(日)11:00-(10:30開場)/14:00-(13：30開場)
・会場・問合せ：稲城市i（あい）プラザホール(若葉台

駅歩3分)tel:042-331-1720
・内容：生演奏＆バレエダンサーのステージ
・チケット：2000円(中学生まで1000円)
◆ドキュメンタリー映画「教育と愛国」上映会
・12月5日(月)14:00-(開場13:30)
・会場：川崎市アートセンターアルテリオ映像館(新百

合ヶ丘駅北口歩3分)
・料金：1000円
・問合せ：地域から平和を考える会 
 tel:090-7744-9460(木村),044-946-1485(田中)
◆映画「私はチョンソンサラム(朝鮮人)です｣
・12月6日(火)18：30-
・会場：ムーブ町屋(町屋駅歩)
・チケット：1200円,高校生以下無料
・問合せ：上映委員会 E-mail:urimovie.info@gmail.

com
◆公演「カルデンミンミット～北欧のクリスマス支度」
・12月6日(火)19:00-(18:30開場)
・会場・問合せ：国分寺市いずみホール(西国分寺歩2

分)tel:042-323-1491
・内容：美しいコーラスとフィンランドの伝統楽器カン

テレの音色で楽しむフォーク･ミュージック
・チケット：3000円
◆上映会「マイクロプラスチックストーリー　ぼくら

が作る2050年」
・12月7日(水)①16：00-,②18：30-(開場30分前)
・会場と問合せ：コメット会館(町田駅歩8分）tel:070-

5568-3311
・内容：プラスチック問題にニューヨークの小学生が立

ち上がる！　・参加費：500円
◆寄席「桃月庵白酒・三遊亭兼好　二人会」
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・12月10日(土)14:00-(13:30開場)
・会場・問合せ：くにたち市民芸術小ホール(矢川駅･谷

保駅歩10分)tel:042-574-1515/fax:042-574-1513/
  E-mail:hall@kuzaidan.or.jp

・チケット：3000円(高校生以下1000円)
◆入管法改憲を許さない！共生社会への途を 映画
「牛久」自主上映会

・12月10日(土)14:00-(開場13:30)
・会場：連合会館2F(新御茶ノ水駅B3出口歩0分)
・内容：茨城県牛久市にある東日本入国管理センター

に収容された人々の証言､入管収容所の実態を捉えた
・入場料：500円
・問合せ：戦争をさせない1000人委員会
  tel:03-3526-2920
◆東京ドキュメンタリー映画祭2022
・12月10日(土) ～ 23日(金)
・会場：新宿 K's Cinema(新宿駅東南口歩3分)
・上映作品：<長編部門コンペティション>長編1:東京大

空襲｢Paper City/ペーパー ･シティ ｣｢｢遺言｣-呉服店
二代目が七十六年､思い続けること｣,長編2｢標的｣,長
編3｢そしてイスラの土となる-日系キューバ移民の記
録｣,長編4｢アダミアニ 祈りの谷｣,長編5｢霧が晴れると
き｣､長編6｢オーディナリー ･ライフ｣,長編7｢マエルス
トロム｣,長編8｢DAYS｣,長編9｢ポラン｣,長編10｢カービ
ング･ザ･ディバイン 仏師｣,長編11｢目の見えない白鳥
さん､アートを見にいく｣/<短編部門コンペティション
>短編1:小さき声の抵抗｢サーモンピープル-アイヌ “先
住権”を求めて｣｢福島からのメッセージ-それでも､私
たちはここで生きていく｣｢島がミサイル基地になるの
か 若きハルサーたちの唄｣,短編2:戦禍の爪あと｢｢望郷
｣-未認定中国残留孤児 ?鳳琴の物語｣｢待ちのぞむ｣,短
編3:高校生たちのエモーション｢北照ドキュメンタリ
ー 2021[誇り]｣｢走れ!走れ走れメロス｣,短編4:地域に
生きる｢私はおぼえている:竹部輝夫さんと中津の記憶
｣｢不安の正体 精神障害者グループホームと地域｣,短
編5:切りひらく女性たち｢ディンデフェロ｣｢NNNドキ
ュメント'22 ともしび-今治大浜一丁目17年の記録｣｢
メ～テレドキュメント 東京の日の丸｣,短編6:看取りの
時間｢松の樹の下で-Under the Pine Tree｣｢火曜日の
ジェームズ｣｢会者定離｣,短編7:男の履歴書｢無理しな
い ケガしない 明日も仕事-新根室プロレス物語｣｢暴力
親父 余命4 ヵ月 憎しみと愛の狭間で｡｣,短編8:アート
のある暮らし｢ある日のアルテ｣｢DAY｣｢弦胡琴の呼び
声｣｢ロッツ･オブ･バーズ｣/<特別上映>特別1:暗黒舞踏
の世界｢藤原-Fujiwara｣｢元藤舞踏記録映画｣,特別2｢ワ
タシタチハニンゲンダ!｣,特別3｢チロンヌプ カムイイ
オマンテ｣,特別4｢ルーペ カメラマン 瀬川順一の眼｣/<
人類学･民俗映像部門コンペティション>人類学1｢そ
れでも獅子は旅を続ける-山本源太夫社中 伊勢大神楽
日誌｣,人類学2｢ウムイ｢芸能の村｣｣,人類3:祝祭のかが
やき｢ミステリーズ｣｢チュプック-イカット文様に宿る
魔除けの力｣,人類学4:シャーマンと芸能者(人類学短編

集)｢吟遊詩人-声の饗宴｣｢呪術師の治療-タンザニア｣｢
交霊とイスラーム:バフシの伝えるユーラシアの遺習
｣/<特集 パプアニューギニア>特集1｢クラ-西太平洋の
遠洋航海者｣｢ギサロ｣,特集2｢裸族最後の大酋長-石器
時代から現代までを生きた男｣,特集3｢森からの声｣

・チケット：1500円均一(小･中･シニア1000円)
・特別鑑賞券：1回券1300円/3回券3300円(数量限定)
・問合せ：neoneo編集室 E-mail:tdff.neoneo@gmail.

com　https://tdff-neoneo.com/
◆映画「少年たちの時代革命」公開
・12月10日(土) ～
・会場・問合せ：ポレポレ東中野(東中野駅西口歩1分) 

tel:03-3371-0088/E-mail:info@pole2.co.jp
・内容：2019年の香港民主化デモを背景に､自殺しよう

とする少女を救うため民間捜索隊を結成した若者たち
・料金：一般1800円/シニア･学生1200円/中高生･障害

者(同伴1人まで)1000円/小学生700円/サービスデー
(1･6日)1000円　https://www.ridai-shonen.com/

◆上映と講演会「食の安全を守る人々」
・12月11日(日)10：30-,14：00-
・会場：大田文化の森(大森駅西口歩16分)
・講演：山田正彦(元農林水産大臣)
・料金：1000円(前売800円)、高校生無料
・問合せ：実行委員会tel:090-6494-0574/
  E-mail:tanemamoruota@gmail.com
◆朗読会 四國五郎詩画集「母子像」より
・12月11日(日)11：30-,15：30
・会場：ハスキーズギャラリー (茅ヶ崎駅歩1分)
・朗読：宇都純子/音楽：土屋照代/演出：福島寿郎
・問合せ：080-6534-3137(うつ:19：30以降)
◆川口真由美コンサート　ESPINA-棘-
・12月12日(月)19：00-（開場18：30)
・会場：狛江エコルマホール(狛江駅歩1分)
・チケット：3000円/学生・障がい者1000円
・問合せ：川口真由美コンサートを成功させる会　

tel:03-3200-4030/E-mail:mailbox@centerpro.co.jp
◆茅ヶ崎良い映画を見る会「おじいさんと草原の小学

校」
・12月15日(木)10：30-,14：00-,19：00-(開場30分前)
・会場：茅ヶ崎市民文化会館小ホール(茅ヶ崎駅歩)
・入場料1200円(前売1000円),高校生以下無料
・問合せ：同会　tel:0467-86-8038(福田)
◆公演「徳永二男が案内する 作曲家の謎！６バッハ」
・12月17日(土)14:00-(13:30開場)
・会場・問合せ：たましんRISURUホール(立川駅歩13

分西国立駅歩7分)tel:042-526-1311
・内容：ヴァイオリニストの徳永二男が案内する｢謎｣シ

リーズ。｢音楽の父」ヨハン･セバスティアン･バッハを
お贈りします。 ・チケット：2500円

・定員：210名
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◆『ドキュメンタリーの舞台裏』出版記念特別上映
《原・森・新そして渚》

・12月17日(土) ～ 28日(水) 連日20:30-
・会場・問合せ：ポレポレ東中野(東中野駅西口歩1分) 

tel:03-3371-0088/E-mail:info@pole2.co.jp
・上映作品：17日｢ゆきゆきて､神軍｣+トーク:原一男･

大島新/18日｢なぜ君は総理大臣になれないのか｣/19
日｢A｣+トーク:森達也･大島新/20日｢ユンボギの日記
｣｢KYOTO,MY MOTHER'S PLACE｣+トーク:樋口尚文
(映画批評家)･大島新/21日｢ゆきゆきて､神軍｣/22日
｢A｣+トーク:安岡卓治･大島新/23日｢ユンボギの日記｣
｢KYOTO,MY MOTHER'S PLACE｣/24日｢A｣/25日｢ゆ
きゆきて､神軍｣/26日｢なぜ君は総理大臣になれない
のか｣/27日｢ユンボギの日記｣｢KYOTO,MY MOTHER'S 
PLACE｣+ティーチイン:大島新/28日｢なぜ君は総理大
臣になれないのか｣+トーク:小川淳也･大島新

・料金：一般1800　ｂ円/シニア･学生1200円/中高生･
障害者(同伴1人まで)1000円

◆ドキュメンタリー映画「理大囲城」公開
・12月17日(土) ～
・会場・問合せ：ポレポレ東中野(東中野駅西口歩1分) 

tel:03-3371-0088/E-mail:info@pole2.co.jp
・内容：2019年の香港民主化デモの中で起きた香港理

工大学包囲事件を大学内部から記録
・料金：一般1800円/シニア･学生1200円/中高生･障害

者(同伴1人)1000円  https://www.ridai-shonen.com
◆トモ　ふゆのこんさーと
・12月24日(土)10：15-11：00(開場10：00)
・会場：立川市女性総合センターアイムホール(立川駅

北口歩7分)
・内容：ハンドベルのせかい、うたのせかい他
・入場無料、先着150人
・問合せ：オトモ E-mail:otomo.ototomo@gmail.com
◆劇団四季ミュージカル「人間になりたがった猫」
・12月26日(月)17:00-(開場16:15)
・会場：板橋区立文化会館(大山駅歩3分)
・チケット：3300円～ (子ども2200円～ )
・問合せ：板橋区文化・国際交流財団03-3579-3130
◆新春名作狂言の会
・1月11日(水)19:00-(開場18:15)
・会場・問合せ：新宿文化センター (新宿駅歩15分)

tel:03-3350-1141
・内容：①トーク：茂山千五郎・野村萬斎②佐渡狐：

茂山千五郎・茂山茂・茂山七五三③二人袴：野村万作・
野村萬斎・野村裕基・石田幸雄

・チケット：3500円～
◆キッズワークショップ「東京文化会館ミュージック・

ワークショップ」
・会場：たましんRISURUホール(西国立駅歩7分/立川

駅南口歩13分) ／・参加費：300円

・問合せ：立川市地域文化振興財団tel:042-526-1312
　E-mail:kws@tachikawa-chiikibunka.or.jp
◇森の王様のフェスタ（うたってダンス）
・1月21日(土)①11:00-②12:30-③14:00-
・対象：①6-18か月②3-6歳(未就学児)③3歳-小学校低

学年(簡単な手話付き) 
◇One Dayセッション（音楽を創る。打楽器に挑戦）
・1月21日(土)15:00-16:00
・対象：小学生以上(定員20名程度)
◇はじめましてクラッシック～サクソフォン四重奏～
・1月22日(日)14:00-14:45(13:30開場)
・対象：6か月-6歳(未就学児)と保護者およびその家族
・チケット：550円(定員200名)
◇チーズを探せ！くいしんぼうネズミ！！
・1月22日(日)①10:30-11:15②12:00-12:45
・対象：①3-6歳(未就学児)②19-35か月
◆映画「Ryuichi Sakamoto:CODA」
・1月27日(金)①10:30(10:00開場)②14:30(14:00開場)
・会場・問合せ：和光大学ポプリホール鶴川(鶴川駅歩

3分)tel:042-737-0252
・内容：2012年から5年間にわたって坂本龍一を追った
・チケット700円(6歳以上入場可)
◆絵本時代劇読み語り「痛快！ねぎぼうずのあさたろう」
・2月19日(日)14:00-(13:15開場)
・会場・問合せ：たましんRISURUホール(西国立駅歩7

分/立川駅南口歩13分)tel:042-526-1311
・内容：飯野和好（絵本作家)による読み語りコンサート。

声優平野文が共演。
・チケット：1500円(中学生以下1000円)

展　示

◆鎌倉殿の平山季重～中世日野の武士の様相～
・開催中～ 12月4日(日)9:00-17:00
・休館日：月曜(休日の場合は翌平日が休館)
・会場・問合せ：日野市郷土資料館(程久保駅歩7分)

tel:042-592-0981　・入館無料
◆女子美染織コレクション展｢江戸から明治の装い　

きもの｣
・開催中～ 12月10日(土)10：00-17:00(入場～ 16:30)
・休館日：日曜･休日　・入場無料
・会場・問合せ：女子美アートミュージアム
　(相模大野駅･古淵駅からバス)
　tel:042-778-6801fax:042-778-6815

・内容：江戸から明治時代の着物着装に視点を当てた
◆東アジアの子どもたちの心をつなぐ「南北コリアと

日本のともだち展　ぷらす」

・開催中～ 12月10日(土)14：00 ～ 18：00
・会場：アーツ千代田3331(末広町駅歩)
・問合せ：実行委員会　tel:03-3834-9808/E-mail:rccj.
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◆目黒の名工　千代鶴是秀×小宮又兵衛×高山一之
・開催中～ 12月11日(日)9:30-17:00　・月曜休館
・会場・問合せ：目黒区めぐろ歴史資料館(中目黒駅歩

12分)tel:03-3715-3571　　・入場無料
◆わたしからあなたへ、あなたからわたしへ　レター/

アート/プロジェクト「とどく」展
・開催中～ 12月18日(日)11:00-19:00　・月曜休館
・会場・問合せ：東京都渋谷公園通りギャラリー (渋谷

駅歩5分)03-5422-3151/fax:03-3464-5241
  E-mail:inclusion@mot-art.jp        ・入場無料
◇ギャラリートークwith Artist＆ぺちゃくちゃタイム
・12月4日(日)14:00-16:00
・アーティスト：橋本一朗(亜細亜大学)･齋藤春佳(美術

作家)・小川希(ArtCenterOngoing)
◆鉄道開業150周年「人物でみる日本の鉄道開業」
・開催中～ 12月18日(日)9:00-17:00(土曜日～ 20:00)
・休館日：12月15日(木)
・会場・問合せ：港区立郷土歴史館(白金台駅歩1分)
  tel:03-6450-2107

・内容：日本の鉄道開業を、歴史資料や出土遺物、浮
世絵などの資料と、関わった人々を通して紹介。

・入館料：400円(常設展セット600円)
◆写真展「日中国交正常化50周年と日本の中国侵略

を考える－南京大虐殺・731部隊細菌戦・毒ガス戦・
重慶大爆撃・文化財略奪－」

・12月12日(月) ～ 12月18日(日)10：00-20：00(12日
12：00 ～ /18日～ 18：00）

・会場：九段生涯学習館・２階九段ギャラリー（九段
下駅歩)   ・入場無料

・問合せ：NPO重慶大爆撃を語り継ぐ会/NPO731部隊・
細菌戦資料センター /中国文化財返還運動を進める会

　tel:03-3501-5558
◇ミニ講演
・展示会開催中毎日13：30-15：00
・講師：五十嵐彰(慶應大学講師)ほか
◆史料に見る国分寺のあゆみ～江戸時代の村々～
・開催中～ 12月20日(火)9:00-17:00(入室16:30まで)
・休館日：日曜･休日
・会場・問合せ：東京都公文書館(西国分寺駅歩8分)
　tel:042-313-8450

・内容：国分寺市の土台となった村々について、市内に
残された古文書からそのすがたを探っていく。

・入場料：無料
◆吉村昭「高熱隧道」ー黒部の難工事を描くー
・開催中～ 12月21日(水)9:00-20：30
・休館日：12月2日(金)･15日(木)
・会場・問合せ：ゆいの森あらかわ吉村昭記念文学館(

荒川二丁目駅歩1分・町屋駅歩8分)tel:03-3891-4349

・内容：55年前に発表された「高熱隧道」に焦点を当て
取材･調査内容を記した自筆ノート、文献資料など。

・入館料：無料
◆浅野いにお展
・開催中～ 12月25日(日)10:00-17:00(金曜日-20:00)
・休館日：月曜、12月8日(木)
・会場・問合せ：町田市民文学館ことばらんど(町田駅

歩8分)tel:042-739-3420fax:042-739-3421
・入館料：600円(中高大学生300円･小学生以下無料)
◆炎と魅せるメタルワーク「ヴィンテージライターの

世界」
・開催中～ 12月25日(日)10:00-17:00(入館締切16:30)
・休館日：月曜
・会場・問合せ：たばこと塩の博物館(とうきょうス

カイツリー駅･本所吾妻橋駅･押上駅歩)tel:03-3622-
8801　・入館料：100円(高校生以下50円)

・内容：ライターの前身である種々の着火具、メーカー
が手掛けた銘品やライター産業のあゆみ等。

◆パネル展「731･原爆･ビキニ」展
・12月21日(水) ～ 26日(月)10:00-19:00(26日～ 15:00)
・会場：八王子市中央図書館地下(西八王子駅歩3分)
・資料提供：広島平和記念資料館,第五福竜丸展示館,太

平洋核被災支援センター
・主催：731部隊展実行委員会 tel:080-4407-9554(五井)
◆江戸氏牛込氏文書～中世史研究のまなざし～
・開催中～ 12月28日(水)9:30-17:00
・休館：金曜・休日
・会場・問合せ：武蔵野ふるさと歴史館(武蔵境駅歩12

分)tel:0422-53-1811
・内容：江戸氏牛込氏文書を通して中世を生きた江戸

氏と牛込氏の歴史を紹介。　・入館料：無料
◆企画展「言葉は海を越えて 収容所と日本を結んだ

葉書」Ⅰ期：異国の丘にて［1946-1950］
・開催中～ 2023年1月9日(月休)9:30-17:30 
・休館日：月曜･年末年始(1/9は開館)
・会場・問合せ：平和祈念展示資料館 企画展示コー

ナ ー (都 庁 前 駅A6出 口 歩1分) tel:03-5323-8709/
fax:5323-8714/E-mail:info@heiwakinen.jp

◆在日一世と家族の肖像写真展～地域社会を映す在
日朝鮮

・1月4日(水) ～ 12日(木) 9:00-20:00(4日13:00 ～ ,12
日～ 18:00)

・会場：稲城市城山体験学習館 展示コーナー (多摩駅
南口歩10分)

※7日(土)午後(予定)在日一世のお話を聞く会
・問合せ：実行委員会 tel:090-9233-9411(上野),090-

5344-8262(宮崎)
◆VIDEO ACT! 上映会「belief～旧統一教会と家

族」
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・1月12日(木)19:00-(開場18：30)
・会場：東京ボランティア市民活動センター (飯田橋駅

歩1分,セントラルプラザ10F)
・定員：80人
・問合せ：ビデオアクト上映プロジェクト　tel:045-

228-7996/E-mail:jyouei@videoact.jp
◆満州引き揚げを描く迫真の大作 王希奇「一九四六」

東京展
・1月12日(木) ～ 15日(日) 10-20:00(最終日～ 17:00)
・会場：北とぴあ 地下展示ホール(王子駅歩2分)
・入場料：1200円(前売1000円)/学生･高校生以下無料
・問合せ：実行委員会 tel:03-3261-0433/E-mail:tokyo@

jcft-cc.jp/ https://tokyo2023wangxiqi.wixsite.com/
wangxiqi-tokyo2023

◆絵本で知ろう！おとなりの国～韓国・朝鮮の絵本か
ら　パート3～

・開催中～ 1月29日(日)12:00-17:00　月・火曜日休館
・会場・問合せ：高麗博物館(西武新宿駅歩7分新大久

保 駅 歩10分)tel:03-5272-3510fax:03-3207-0533E-
mail:kh@kouraihakubutsukan.org

・入館料：400円(中高生200円)
◆江戸東京博物館コレクションー東京の歩んだ道ー
・開催中～ 2月12日(日)9:30-16:30
・休館日：月曜(休日の場合は翌日)12月25日～ 1月1日
・会場・問合せ：江戸東京たてもの園(武蔵小金井･花小

金井よりバス)tel:042-388-3300fax:042-388-1711
・内容：江戸東京博物館の常設展をコンパクトにまとめ、

資料や模型を展示。東京が歩んできた歴史をふり返る。
・入館料：400円(中高生200円大学生320円)
◆山本有三　ー作家として、教育者としてー
・開催中～ 3月5日(日)9：30-17:00
・休館：月曜(休日の場合翌日と翌々日)、年末年始
・会場・問合せ：三鷹市山本有三記念館(三鷹駅歩12分

) tel:0422-42-6233
・入館料：300円(中学生以下無料)
※土日休日13:00-16:00ガイドボランティア有り(事前

申込み不要)

連続講座・シリーズ

◆本郷文化フォーラム ワーカーズスクール講座
・会場：本郷文化フォーラム(本郷三丁目駅歩5分)
・参加費：1500円/学生1000円 ※要申込
・申込み・問合せ：HOWS事務局 tel:080-9816ｰ3450/

E-mail:hows@dream.ocn.ne.jp
◇いま労働者･労働組合が起ちあがるために
・12月10日(土)13:00-15:30
・内容：｢労働組合･労働者の反戦闘争-労組反戦行動実

行委員会の活動から｣須田光照(全国一般全国協議会
東京東部労組)･庄子正紀(全労働者組合書記次長)

◇西側帝国主義による国際法秩序の解体

・①12月13日,②1月31日,③3月14日 火曜18:45-21:00
・内容：①中東ならびに北アフリカ-アフガニスタン･イ

ラク･リビア･シリア･イエメンなど/②ラテンアメリカ･
カリブ海諸国/③ウクライナからインド太平洋戦略へ-
グローバル化する米軍事戦略

・講師：富山栄子(国際交流平和フォーラム)
◇中国･日本･朝鮮の近代化路線を考えるーウエスタン･イ

ンパクトにどのように対応したか？
・12月17日(土)13:00-15:30
・講師：康成銀(朝鮮大学校朝鮮問題研究センター )
◇「日本の短編小説を読む」
・②12月21日,③1月18日,④2月15日 水曜18:30-21:00
・内容：②第2回｢雪おんな｣｢青柳のはなし｣/③第3回｢

日本人の微笑｣｢赤い婚礼｣/④第4回｢悪因縁｣
・講師：立野正裕(明治大学元教員)
◇日中全面戦争へ向かう時流に抗してー中野重治の評論･

小説から考える 第2回「転向作家の立ち直りとはー島木
健作への批判を中心に」

・１月14日(土)13:00-15:30
・報告：伊藤龍哉(HOWS受講生)
◇継続する植民地主義ということー東アジアの近代につい

て何を問題にしなければならないか？
・1月21日(土)13:00-15:30
・講師：中野敏男(元東京外国語大学教員)
◆シニアダイヤル電話相談員募集＆研修
・①12月3日(土)10：00-,②12月10日(土)10：00-,③1月

21日(土)13：30-
・会場と問合せ：東京YWCAシニア tel:03-6895-5440
・内容：①相談員活動とは,基礎力アップ/②こころのお

しゃべり　語る・聴き合う」/③自分を知るためのエ
クササイズ　・参加費：27000円

・対象：活動開始時に25 ～ 67歳
◆ハングル入門講座
・2023年1月20日 ～ 4月21日　 金 曜 日(全11回)18:30

～ 20:00(※3/3(金)→3/4(土)に変更,3/17,24,31)はお
休)

・会場：市民活動センタープラッツ(府中駅歩)
・講師：キムチュヒャン
・受講料: 14,000円(小中高校生は7,000円) ※教材費込
・対象者: はじめてハングルを学ぶ方
・申込み: チマ・チョゴリ友の会 Tel: 090-8463-0262 

E-mail: fuchu.hangul@gmail.com

 催し・連続講座（オンライ ン）

◆市民の風さがみはら・テーマ別懇談会
・参加無料　・要申込
・問合せ：市民の風さがみはら　tel:090-2348-1154
 E-mail:sagamihara.kaze.2023@gmail.com
◇中学校給食
・12月2日(金)20：00-21：30
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・お話：緒方祐美(相模原の学校給食をよくする会)
◇リニア問題
・12月7日(水)20：00-21：30
・お話：桜井真理(リニア新幹線を考える相模原連絡会)
◆レイバーブッククラブ読書会「中学生から知りたい 

ウクライナのこと」
・12月3日(土)14:00-16:00　　・開催方法：Zoom
・テキスト：｢中学生から知りたい ウクライナのこと｣小

山哲･藤原辰史/ミシマ社/1600円
・申込み・問合せ：E-mail:mgg01231@nifty.ne.jp
◆ICANノーベル平和賞受賞5周年企画「光にむかっ

て～核兵器のない未来へ～」
・12月3日(土)19:00-20:00
・開催方法：限定YouTube配信
・スピーカー：ビデオメッセージ:サーロー節子(広島の

被爆者)ビデオメッセージ/朗読:斉藤とも子(俳優)/く
さばよしみ(絵本｢光にむかってサーロー節子ノーベル
平和賞のスピーチ｣編者)/川崎哲(ICAN国際運営委員)

・参加費：絵本付参加券2000円(含絵本･送料)/絵本+｢
広島への旅｣サポート付参加券3000円(含絵本･送料,
感想文コンクールへのサポート)/絵本なしサポート付
参加券1000円(含感想文コンクールへのサポート)

・詳細・申込み：https://peaceboat.org/43884.html
・主催：ピースボート　https://peaceboat.org/
◆第76回 オンライン月1原発映画祭･交流会「かくれ

キニシタン～声をあげる10年目の福島～」+関久雄
監督トーク+交流会

・12月4日(日)15:00-17:30　　・開催方法：Zoom
・内容：原発事故と子どもたちの保養原発事故後の福

島の子どもたちのあ笑顔と健康を守るため､保養活動
･放射能汚染からの転地療養を新潟県の佐渡島の古民
家を借りて続けているライフケアの活動を描く

・定員：30人 ※締切12/4　・参加費：1000円
・申込フォーム：https://peatix.com/event/3411527
・問合せ：月1原発映画の会 E-mail:eigasai2022@jtgt.

info　https://www.jtgt.info/
◆シンポジウム「メガソーラー及びメガ風力が自然環

境及び地域に及ぼす影響と対策～再生可能エネル
ギーと自然環境及び地域の生活環境との両立を目
指して～」

・12月5日(月)13:00-17:00 参加無料
・開催方法：Zoomウェビナー
・内容：基調講演｢日弁連の取組について｣小島智史(公

害対策･環境保全委員会メガソーラー問題検討PT),｢自
然エネルギー政策の在り方について｣山下紀明((N)環
境エネルギー政策研究所･京都大学)/報告｢メガソーラ
ー及びメガ風力による自然破壊問題の各地の現状に
ついて｣山口雅之(全国再エネ問題連絡会),｢地域と共
生する再エネの導入促進について(仮題)｣長崎幸太郎(
山梨県知事)･雨宮俊彦(山梨県環境エネルギー政策課

)/パネルディスカッション｢地域社会の理解を得た再
エネの促進方策はどうあるべきか｣北村喜宣(上智大学
)･茅野恒秀(信州大学)･浦達也((公財)日本野鳥の会)･小
島延夫(公害対策･環境保全委員会),コーディネーター :
室谷悠子(公害対策･環境保全委員会)

・参加用URL：https://www.nichibenren.or.jp/event/
year/2022/221205.html ※申込不要

・問合せ：日本弁護士連合会人権部人権第二課 tel:03-
3580-9968

◆シンポジウム「『核兵器のない世界』の早期実現
のために－核兵器禁止条約第1回締約国会合及び
NPT再検討会議を受けて」

・12月5日(月)18:00-20:20　参加無料
・開催方法：Zoomウェビナー
・内容：基調報告｢核兵器禁止条約第1回締約国会合お

よびNPT再検討会議を受けて｢核兵器のない世界｣の
早期実現のために市民社会が取り組むべきこと｣川崎
哲(ピースボート･核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN)
国際運営委員)/個別報告:遠藤あかり(核兵器廃絶日
NGO連絡会･立命館大学大学院博士前期課程2年生),
外務省軍縮不拡散･科学部軍備管理軍縮課担当者(予
定),山田寿則(明治大学),和田征子(日本原水爆被害者団
体協議会)/意見交換

・詳細：https://www.nichibenren.or.jp/event/
　year/2022/221205_2.html

・問合せ：日本弁護士連合会人権部人権第二課 tel:03-
3580-9742

◆第99回国際人権に関する研究会「大量避難民の受
入れと弁護士会の役割ーウクライナ難民支援の在
り方から学ぶー」

・12月7日(水)17:00-19:00　・方法：Zoomウェビナー
・内容：基調講演｢ウクライナの弁護士が置かれた現状

｣Oksana Voynarovska(ウクライナ弁護士会),｢ポーラ
ンドの弁護士会によるウクライナ難民支援｣Joanna 
Wso?ek(ポーランド･クラクフ弁護士会),｢日本におけ
るウクライナ難民支援｣赤阪むつみ((N)難民支援協会
)/質疑応答等

・申込フォーム：https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/
kokusaijinken/ihr/ 

・問 合 せ：日本 弁 護 士 連 合 会 企 画 部国際 課 tel:03-
3580-9741

◆SJFアドボカシーカフェ第75回「性売買の実態と女
性の人権を考えるー性売買を容認し､女性を性搾取
に追い込む社会を変えるためにー」

・12月9日(金)13:30-16:00　参加無料
・開催方法：Zoom
・ゲスト：性売買経験当事者ネットワーク灯火のメンバ

ー ,金富子(東京外国語大学大学･Fight for Justice),仁
藤夢乃(一社)Colabo)

・申込： https://socialjustice.jp/20221209.html
・問合せ；(N) まちぽっと ソーシャル ･ ジャスティス基
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金 E-mail:info@socialjustice.jp

◆世界人権デー企画「死刑確定者の処遇と人権」
・12月9日(金)18：30-   ・開催方法：Zoom
・参加無料(要事前申込)
・登壇者：佐藤舞(crinmeinfo),大野鉄平(監獄人権セン

ター )
・問合せ：(N)監獄人権センター tel/fax:03-5379-5505
　E-mail:info@prisonersrights.org
◆連続講座「ソ連以後を闘う女性たち～政治という暴

力がもたらすもの」
・12月10日(土) ～　・開催方法：Zoom
・講師：高柳聡子(大学非常勤講師,現代ロシア文学･女

性の文学史･フェミニズム史)
・チケット：通し券15000円(学 生･U30受 講 生･寄 付

者12000円)/1回券3500円(学生･U30受講生･寄付者
2800円) ※終了した回は｢後から配信｣で視聴可

・申込み・詳細：https://post-soviet.peatix.com/
・問合せ：ふぇみ･ゼミ E-mail:femizemi2017@gmail.

com　https://femizemi.org/
◇第2回 ベラルーシ
・12月10日(土)18:00-20:00
・内容：社会主義の揺り返しと｢女の役割｣の復権
◇第3回 カザフスタン
・1月21日(土)18:00-20:00
・内容：セクハラ､性暴力､人身売買､誘拐婚-庇護なき社会
・ゲスト：小林怜佳(東京外国大学国際社会学部3年･カ

ザフスタン留学経験者)
◇第4回 カフカース(アゼルバイジャン､ダゲスタンなど)
・2月18日(土)18:00-20:00
・内容：ロシアの法とイスラムの慣習のはざまで
◇第5回 ウクライナ
・3月11日(土)18:00-20:00
・内容：戦争は女性たちの運命をどう変えるのか?
◆女性のキャリア形成の視点から考えるー生きづら

さを抱える人が「居場所と出番」を持てる共生社会
の実現にむけて

・12月11日(日)14:00-16:00(13:50開室)
・開催方法：Zoom
・内容：①事例紹介｢テレワークを活用したひきこもり

支援｢文書編集チーム｣｣｢分身ロボットでオムライス屋
の店員をし、私の夢、料理人を胸に描く｣｢｢学びも仕
事も在宅で｣障がい者テレワーク雇用プラットフォー
ムビジネス構築への挑戦｣②事例紹介3人によるトー
クセッション③参加者を交えての意見交換

・定員：30名(先着順)
・参加費：1000円(キャリア支援デザイナー 800円)
・問合せ：日本女性学習財団tel:03-3434-7575fax:03-

3434-8082E-mail:jawe@nifty.com
◆JCJオンライン講演会「映画『教育と愛国』を語る」

・12月18日(日)14:00-16:00   ・開催方法：Zoom
・講師：斉加尚代(毎日放送ディレクター )
・参加費：500円
・申込フォーム：https://kyoikutoaikoku.peatix.com/
・問合せ：日本ジャーナリスト会議(JCJ) tel:03-6272-

9781(月水金13:00-18:00)　https://jcj.gr.jp
◆オンライン市民フォーラム「多数の患者の全ゲノム

解析推進とはー差別生まぬようにするにはー」
・12月24日(土)13:30-16:30　　・開催方法：Zoom
・講師：松原洋一(国立成育医療研究センター ･東北大

学名誉教授),横野恵(早稲田大学),武藤香織(東京大学
医科学研究所)/司会：島薗進(大正大学･東京大学名誉
教授)　・参加費：1000円

・申込：https://forms.gle/5xChmXuZCnn4CNtU6
・振込先：<郵便局>口座番号10290-70860881/<他行

>ゆうちょ銀行028店 普通7086088 神野玲子
・主催：ゲノム問題検討会議　
　https://www.gnomeke06.net/
◆連続研究会「『生きる』教育」第1回
・12月26日(月)19:30-21:10 　・開催方法：Zoom
・内容：講演｢｢｢生きる｣教育｣とは何か｣小野太恵子(大

阪市立田島南小学校教諭)/質疑応答･ディスカッショ
ン/交流タイム　・参加無料

・司会・コーディネーター：西岡加名恵(京都大学)
・定員：申込先着270人 ※締切12/19
・申込：https://forms.gle/Ds69ciAYQz6HUCXr5
・問合せ：京都大学大学院教育学研究科教育実践コラ

ボレーション･センター E.FORUM 
　E-mail:e-forum＠mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

傍　聴

◆ 731部隊関連資料の情報公開裁判の傍聴支援を！
・12月6日㈫14：00-
・会場：東京地方裁判所419号法廷(霞ヶ関駅歩）
・内容：731部隊関連資料『衛生学校記事』情報公開裁

判衛生学校関係者2人の証人尋問を行う
・問合せ：一瀬法律事務所　tel:03-3501-5558
◆新潟避難者訴訟の傍聴応援お願いします
・12月12日(月)13：45-
・会場：東京高等裁判所101号法廷(霞ヶ関駅歩）
・内容：原告本人尋問(申請中)
・報告集会：全日通会館(裁判所より歩10分）
・主催：新潟避難者訴訟原告有志
◆ノー！ハプサ第二次訴訟控訴審第 6 回口頭弁論
・2023年1月17日(火)14：00-
・会場：東京高等裁判所101号法廷(霞ヶ関駅歩）
・問合せ：在官軍人軍属裁判を支援する会
  E-mail:gungun@cat.zaq.jp

募　集

◆日本からウクライナへ防寒着を届けよう！〜子供・



2022 年 12 月 1日　市民活動のひろば　第 206 号

（16）

市民団体・グループからの催し情報を募集！
次回発行：1月20日（情報欄：1月10日締切）
次 回々発行：３月1日（情報欄：2月20日締切)

◆おたより・ご意見、通信やミニコミ・発行冊子・ビラ・
ちらし、活動情報、催し情報をお送りください。フ
ァックスでご依頼の場合確認電話をお願いします。
購読者の方には年2回のチラシ同封サービス有。
◆購読料：1年読者（10回分）2500円
　2年読者 (20回分 )4900円／カンパも歓迎
◆郵便振替：00150-6-258984（他行から：ゆうちょ
銀行 019（ゼロイチキュウ）店・当座 0258984（「市
民活動のひろば」発行委員会）

情報掲載・購読申込・問合せ先
tel/fax：０４２- ３９６- ２４３０

〒189-0012東村山市萩山町2-6-10-1F
E-mail：hiroba2002@a-simin.sakura.ne.jp

http://a-simin.com/

若者たちの想いを乗せて〜
・対象となる洋服：冬コート、パーカー、セーター、

ズボン、厚手の靴下、手袋、ニット帽、ブランケット、
暖かい機能性下着(例：ヒートテックなど(洗濯済み、
傷の無いもの)　サイズ不問。

・回収ボックス設置場所：早稲田大学WAVOCボラン
ティアセンター 99号館 1階エレベーター横 https://
www.waseda.jp/inst/wavoc/contact/access/(早稲
田駅歩)

・問合せ：Student Charity For Ukraine
  E-mail：studentcharityforukraine@gmail.com
◆農薬を使わない生産農家で農業体験しません

か？ボラティア募集中
・活動日：毎月第2日曜日9：15集合
・場所：飯島農園(千葉県船橋市)
・問合せ：(N)JUON(樹恩)NETWORK　tel:03-5307-

1102/E-mail:juon-office@univcoop.or.jp
・単発参加ＯＫ,年齢制限ﾅｼ､未経験者歓迎
◆学ぶことは　生きること　ワクワク学びテラス
・毎週金曜日18：00 ～ 20：00
・会場：まちだ中央公民館6F（町田駅歩）
・内容：読み書き、計算、ABCから始めましょう。あ

なたのやりたいことを自分のペースでゆっくりと。
・問合せ：町田市生涯学習センター　tel:042-728-

0071
◆東電株主代表訴訟をご支援ください
・津波への安全対策を怠り福島原発事故を招いたとし

て、旧経営陣に5人に損害賠償を求めた東電株主訴
訟。東京地裁は7月13日、旧経営陣4人に会社への
連来して13兆円の支払いを命じる判決を下した。被
告らが控訴したため、東京高裁へ。引き続きの支援
をお願いします。

・カンパ送付先：郵便振替口座00140-3-633169（ゆ
うちょ銀行019(ゼロイチキュウ)店・当座・0633169
（東電株主代表訴訟)

・問合せ：tel:090-6183-3061/E-mail:nonukes0311@
yahoo.co.jp

◆「市民活動のひろば」発行継続カンパと継続購読
者募集！

・さまざまな市民の活動を紹介・記録し続けている『市
民活動のひろば』発行継続のため、継続購読者募集
＆発行支援を！

・カンパ・購読料 送付先：郵便振 替口座00150-6-
258984(ゆうちょ銀行019(ゼロイチキュウ)店・当座
0258984(「市民活動のひろば｣発行委員会)

・購読料：年間(10回送付)2500円(2部同封4000円)
・カンパ：1口1000円～
・問合せ：市民活動のひろば発行委員会　
 tel/fax：042-396-2430
 E-mail：hiroba2002@a-simin.sakura.ne.jp
 　http://a-simin.com/

相　談

◆婚外子差別にNo！電話相談 ☎042-527-7870
・12月1日,2023年1月4日　第1木曜14:00-20:00　相

談無料
・出生届や戸籍の続柄差別記載などの婚外子への差

別法制度は維持されている｡気
◆心といのちの法律相談実施　0120-556-289

・12月23日(金)15：00 ～ 19：00
・地域限定：東京・千葉・神奈川・埼玉・茨城
・問合せ：東京弁護士会他　tel:03-3595-8583
◆LGBTセクシャルマイノリティ労働相談
・tel:03-6276-1024/fax:5371-5172/E-mail:info@

precariat-union.or.jp　
※職場のPCからは相談メールは送らないでください
※LGBT・セクシュアャルマイノリティと関係ない・

あるかわからない職場の問題でも相談できます
◆女性のための困りごと相談会＠八王子
・ 毎 月2回(第2土 曜14：00-16：00,第4木 曜10：00-12：

00)
・対象：夫や恋人との関係で悩んでいる女性なら、ど

なたでも参加できます。 参加費無料、託児あり。
・問合せ：八王子手をつなぐ女性の会　
　tel:080-5039-9374
◇電話相談「DVホットライン八王子」042-626-8258
・毎週月曜日9：00-12：000 ～ 12：00
◆職場の悩み相談窓口（完全予約制）
・相談1回500円、秘密厳守
・予約：全国一般三多摩労働組合さんたま労働相談セ

ンター tel:042-571-1953/
  E-mail:so-dan@zsantama.org


