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【写真提供】稲城市　【撮影場所】大丸親水公園《最終ページでご紹介しています》

　　　奥多摩ふれあいカヌーフェスティバル 2017
　　　　同時開催　第 23 回奥多摩カップカヌー競技大会
　　　フォーラム「多摩の街道」
　　　　ー「江戸」から「東京」へつづく道　400 年ー
　・平成 29 年度広域的市民ネットワーク活動等助成
　　　対象事業が決まりました▲

編集後記▲

とっておきスポット～“ココ”ご存じですか？～稲城市

▲

報告書をご活用ください▲

オール東京６２市区町村共同事業
　　みどり東京・温暖化防止プロジェクト市町村助成事業紹介
　　　清瀬市　　　2016 きよせの環境・川まつり
　　　東久留米市　東久留米市環境フェスティバル
　　　御蔵島村　　御蔵島小中学校校庭芝生再生事業▲

多摩交流センターだより
　・多摩発・遠隔生涯学習講座 5・6 月開催予定の講座案内
　・東京雑学大学 6 月講義案内
　・多摩交流センター　会議室利用登録団体一覧
　・広域的市民ネットワーク活動等助成事業紹介
　　　障がい児者・家族と皆で楽しむバリアフリー運動会
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報告書をご活用ください

　本調査研究は、
多摩・島しょ地 域
の自治体が抱える
様々な行政課題の
解 決に、スポーツ
の持つ効用を活用
し「総合的なまちづ
くり」につなげる推
進体制のあり方を
提示することを目的
に実施しました。特
に、各種機関の連携を促し、各分野での事業効果
を最大限に活用するための推進役となるスポーツコ
ミッションに着目し、機能や組織の在り方、導入の
イメージを整理した上で、多摩・島しょ地域における
スポーツコミッションのあり方を提言しています。

　本調査研究は、自治体から住民に発信する情報には正確性・公平性・伝達
の確実性が求められることから、行政特有の表現や複雑な制度、専門的内容
などを誰にもわかりやすく伝えるための手法を自治体職員に提示することを目
的に実施しました。わかりやすい情報発信の提案として、①職員の取組意欲
を高めるための方策 ②読み手の立場に立った文書を作成するための方策 ③
取組を展開する体制を構築するための方策 の３つの方策を掲載しています。
また、調査研究には「やさしい日本語」の考え方を応用し、ユニバーサルな情
報発信と伝達を実現する表現手法を探り、なおかつ職員の意識改革も促して
います。

～自治調査会では、幅広い分野の調査・研究を行っています～
　当調査会では、昭和61年の設立以来300件を超える調査研究報告書を発行してきました。
　平成19～28年度に発行した調査研究報告書は、当調査会ホームページ（http://www.tama-100.or.jp/）にて閲覧・
ダウンロードすることができます（一部の報告書を除く）。

　今回は、平成28年度に実施した調査研究等の報告書を紹介します。

Sports Commission

平成29年3月

公益財団法人　東京市町村自治調査会

多摩・島しょ地域におけるスポーツを活用した地域活性化に関する調査研究

～スポーツコミッションの機能に着目して～

報告書

多摩・島しょ地域におけるスポーツを活用した
地域活性化に関する調査研究 ～スポーツ
コミッションの機能に着目して～ 報告書

誰にも伝わる情報発信に関する調査研究報告書

　本 調査研 究で
は、近年大きな社
会 問 題とな って
いる「子どもの貧
困」をテーマに、
多摩・島しょ地域
の基 礎自治体が
子どものライフス
テージ、つなげる、
生活の基礎を支え
る、連鎖を断つと
いうそれぞれの局
面で取り組むべき施策の方向性や具体的な取組内
容を提示しました。特に、子どもに関わる現場関係
者からの意見を職層ごとに把握し、詳細に提示して
います。また、基礎自治体が地域のコーディネート
役を担うことも提言しています。

基礎自治体における子どもの貧困対策
に関する調査研究報告書

誰にも伝わる
情報発信に関する

調査研究
報告書

平成29年3月

公益財団法人　東京市町村自治調査会
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　財政力指数や経常収支比率など計11の分析指標
について、過去10年度分掲載したデータ集を作成し
ました。

市町村財政力分析指標
（平成18年度から平成27年度）

　主要税目である市町村民税などの調定収入状況
等について、過去10年度分掲載したデータ集を作成
しました。 

市町村税政参考資料
（平成18年度から平成27年度）

　本調査研究では、自治体等の保有する情報を機械判読可能で二次利用し
やすい形での提供（＝オープンデータ化）とその利活用の取組意義・メリット
を検討し、将来的な技術革新も見据えた取組の在り方を提言しました。
　提言に際しては、多摩・島しょ地域自治体のオープンデータに関する取組の
現状を調査したうえで、
　①　取組を始めるための準備～円滑な取組を支える土台づくり
　②　オープンデータ化の実施～継続的に取り組める仕組みづくり 
　③　利活用に向けた準備～適切な利活用につなげる基盤づくり
　④　利活用の促進～期待する効果を引き出すための仕掛けづくり
のように、導入から利活用について各ステップごとに課題と取組方策を示して
います。

　今後のまちづくりや政策形成など行政運営上の
基礎資料として、「人口・土地」、「産業」、「都市基
盤」など主要な統計データ集を作成しました。

　多摩地域の清掃事業及びリサイクル事業に関す
る基礎的な統計データ集を作成しました。

多摩地域ごみ実態調査
(平成27年度統計)

基礎自治体によるオープンデータ化と利活用の可能性に関する
調査研究報告書

多摩地域データブック
2016(平成28)年版

～多摩地域主要統計表～

多摩地域データブック

2016(平成28)年版

    　　 公益財団法人 東京市町村自治調査会
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基礎自治体によるオープンデータ化と
利活用の可能性に関する調査研究報告書

平成29年3月
公益財団法人　東京市町村自治調査会基礎自治体によるオープンデータ化と利活用の可能性に関する調査研究報告書
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再生紙を使用しています

 多 摩 地 域 ご み 実 態 調 査
 

 平 成 27 年 度 統 計

平 成 28 年 ８ 月 発 行

 公益財団法人　東京市町村自治調査会ttt
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東久留米市2 東久留米市環境フェスティバル

御蔵島村3 御蔵島小中学校校庭芝生再生事業

清瀬市1 2016 きよせの環境・川まつり

かれん

オール東京６２市区町村共同事業

みどり東京・温暖化防止プロジェクト

　本プロジェクトでは、自然環境保護及び地球温暖化防止についての普及・
啓発を目的とする市区町村の自主事業に対する助成を行っています。本助成
を活用して多摩・島しょ地域の自治体で実施された事業を紹介します。

市 町 村 助 成 事 業 紹 介

かれんとシーナは、みどり東
京・温暖化防止プロジェクトの
イメージキャラクターです。

シーナ

　東久留米市では、環境月間の 6 月に「東久留米市環境フェスティバル」
を開催しています。
　昨年は2日間で2,801名の方にお越しいただきました。今年は6月10日、
11 日の開催となります。市内の環境団体のパネル展示・名木の写真展・環
境ポスター表彰式や、参加型イベントとして竹細工・木の実人形・ヒンメリ・
革小物・空飛ぶ鳥の折り紙・発電体験・のこぎり体験・木工教室・ごみの
分別ゲームなどがあります。また、苗木の配布や、市内を巡る自然観察ツアー
や川下りなど野外イベントも充実しています。ぜひお越しください。

【問合せ先】 東久留米市　環境政策課　TEL：042-470-7753

東久留米市Tama

　 御蔵島村の小中学校の芝生校庭は、急峻な丘陵地域にある集落の中で
唯一平坦な屋外運動場であり、年間を通して地域に開放しています。学
校教育現場としてだけではなく、地域の公園としての役割を果たしてい
ます。
　一方で、その集中的な利用により、芝生の部分的枯死、損傷が進行し
ている状況にあります。損傷した芝生の土壌を分析し、張替や肥料散布
を行うなど再生を図り、維持することで地元の住民や観光客の別にかか
わらずレクリエーションの場として喜ばれ続けるよう取り組んでいます。

【問合せ先】  御蔵島村　教育委員会事務局　TEL：04994-8-2121

　清瀬市では、環境の大切さを「来て、見て、体験しよう」をテーマに、市
民と行政、事業者等の協働による環境イベントを毎年 7 月に開催しています。
　会場は、柳瀬川河川区域の陸と川の 2 会場で、陸のイベントとして環境
に関する様々なパネル展示、「川柳コンテスト」、柳瀬川の魚展示や工作体
験などを行いました。川のイベントは、ペットボトルで作った「ボート遊
び体験」や「ウォーターバルーン体験」、環境にやさしい材料を使って作る「い
かだコンテスト」の開催もあり、昨年は約 7,600 名の方に来場していただ
き大いに盛り上がりました。

【問合せ先】 清瀬市　水と緑の環境課　TEL：042-497-2099

清瀬市Tama

Islands

御蔵島村
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番号 日時 講義テーマ 教授 教場

第1089回 6月1日（木）
14：00から

緩和ケアに関すること
（病棟・地域での試み）（仮題）

河
かわ

　正子　氏
（NPO法人緩和ケアサポートグループ代表）

田無公民館
(西武新宿線田無駅南口　徒歩3分) 

第1090回
※

6月8日（木）
14：30から

大正期の童謡運動と中村雨紅
～童謡「夕焼け小焼け」をめぐって

間宮　章　氏
（元放送プロデューサー）

遠隔視聴（サテライト）会場
武蔵野市かたらいの道

（JR三鷹駅北口　徒歩3分）

第1091回 6月11日（日）
13：40から

フォーラム「多摩の街道」
ー「江戸」から「東京」へ

つづく道　400年ー

出演者 大石　学　氏
 （東京学芸大学教授）
 斎藤　慎一　氏
 （元青梅市文化財保護審議会会長）
 今尾　恵介　氏
 （（一財）日本地図センター客員研究員）

西東京市民会館
(西武新宿線田無駅北口　徒歩8分)

第1092回 6月22日（木）
14：00から

こころ豊かにハーバルライフ
～ハーブ（香り）の不思議な力

阿部　啓子　氏
（ハーバルセラピスト）

田無公民館
(西武新宿線田無駅南口　徒歩3分) 

☆申込みは必要ありません。直接会場へお越しください。
※第1090回は、第160回多摩発・遠隔生涯学習講座と共同で実施します。メイン会場は多摩交流センターです。
[問合せ先]　TEL 042-465-3741（浅田）　　TEL 0422-52-0908（菅原）

（受講料は会員無料・会員外は6月8日を除き、1回500円）

特定非営利活動法人

東京雑学大学 平成29年6月講義案内

問合せ先：TEL 070-2648-3520（高原）　TEL 0422-52-0908（菅原）

○受 講 料
○メイン会場
○サテライト会場
○ライブ中継・VOD視聴について

無料（ただし資料代100円）
多摩交流センター　第2会議室（申込みは必要ありません。直接会場にお越しください。）
武蔵野市かたらいの道

多摩発・遠隔生涯学習講座のホームページ（http://zsgn.dp-21.net/tsgn/）から無料で、当日の講座の視聴（ライブ中継）
や過去の講座を視聴（VOD視聴）することができます。

題　名　大正期の童謡運動と中村雨紅～童謡「夕焼け小焼け」をめぐって
日　時　平成29年6月8日（木）　14：30から約1時間　　講　師　間宮　章　氏（元放送プロデューサー）

NPO法人全国生涯学習ネットワーク・公益財団法人東京市町村自治調査会共催
後援：武蔵野市教育委員会

多摩発・遠隔生涯学習講座

5・6月開催予定の講座案内

インターネット
放送による

日　時 平成29年5月11日（木）　14：30から約1時間
講　師 北村　行孝　氏（NPO法人航空・鉄道安全推進機構理事、
 元東京農業大学教授、元読売新聞論説委員・科学部長）

題　名
日航機御巣鷹山墜落事故を憶えていますか～その教訓と航空安全

内　容 昭和 60 年（1985 年）8 月12 日、犠牲者 520 人を出す航空史上、単独機
としては最悪の事故が起きました。以来 32 年、この事故の教訓は何だったの
でしょうか。また、残された課題は・・・。事故の取材に携わった経験から、
事故調査の経緯をたどり、一緒に考えましょう。事故を風化させないためにも。

159回

160回

D
dictionary

Wide
Variety

 
Subjects

of

dictionary

Wide
Variety

 
Subjects

多摩交流センターだより

多摩交流センターだより
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分野 団  体  名 活  動  内  容 活動日 会費（円）

音
　
楽

リコーダーアンサンブル風雅 リコーダーの合奏練習 1,3月曜の午前 1,000/月

コカリナサークルくるみ コカリナ（木製の小さな笛）の演奏 2,4木曜の午前 2,000/月+1,000/
年

Ｆ＆Ｆ フルートアンサンブル 1,3火曜の午前 2,000/月

リコーダーアンサンブル華音 一人ではできないリコーダーアンサンブルの楽しさを味わ
う 2,4月曜の午前 2,000/月

美空ひばり学会 昭和の歌謡史を通じて、その時代・文化等を幅広い世相の
歩みの中で学ぶ 月1回 300/月

合唱ミュージカルVIVA!TAMA実行委員
会 舞台活動（音楽分野）による社会参加 火曜の夜間

（月2回） 1,000/月

佛文化研究会シャンテ シャンソンを通じてフランスの文化を学ぶ 1,3水曜の午後 1,000/回

ブーケ・ド・シャンソン 音楽を通して多摩地域の文化活動の発展と歌唱力の向上
を図る 2月曜の午後 1,000/月

ウクレレサークル「ポノポノ」 ウクレレ技術の向上、会員同士の親睦、多摩地域の文化・芸
術の発展に貢献する 1,3日曜の午後 1,100/回

ウクレレサークル「パナパナ」 ウクレレ技術の向上、会員同士の親睦、多摩地域の文化・芸
術の発展に貢献する 1,3日曜の午前 1,000/回

M&E マンドリンの技術向上、会員の親睦を図ることを目的とする 月2回程度 なし

オカリナを楽しむ会　オカ楽会 オカリナの素朴な音色を楽しみ、地域の演奏活動等により笑
顔を発信!! 1,3火曜の午前 1,000/年

ウクレレ　アロハ ウクレレ演奏の技術向上と会員相互の親睦を図る 1,3金曜の午後 2,000/月

演
　
劇

葵の会 演劇活動を通じて地域と交流を図る 1,3火曜の夜間 1,000/月

アルディラ2001 多摩地域においてプレイバックシアターに関する体験的活
動を行う 月1回 なし

朗読劇の会「ひびき」 演劇と朗読の楽しさを併せた朗読劇を通して心身の健康を
図る 3金曜の午前 1,500/月

芸
　
能

町かど芸能の会 皿まわし・南京玉すだれ・傘まわし等の練習 主に月曜（月1回） なし

府中青樹会 謡曲の修練を通して日本古典文学に対する理解を深め、地
域の文化的発展に貢献する

土曜の午前
（月2回） 2,500/月

落語長屋 落語の鑑賞と研究。落語に関する名所訪問。そして全員に
よる合宿（春か秋） 3木曜の午後 3,000/半年

マジマジ会 マジック技法の向上を通じて仲間づくりをはかる 1,3金曜の午後 500/月
講談大学　府中分校 日本の伝統芸能である講談の振興及び普及活動 3土曜 1,000/月

健
康・ダ
ン
ス・ス
ポ
ー
ツ

ＴＡＭＡ游気の会 易しく穏やかな気功法を学ぶ 2,4火曜の午前 2,000/月
らく楽健康体操の会 中高年の健康維持のための体操 1金曜の午前 500/月
バレエＤＥストレッチ 健康に関するバレエストレッチ活動 2,4木曜の午前 1,500/月

ヨガの会 ヨガを通じて健康な身体を知り、多摩地域の人たちと交流を
図る 2,4日曜の午前 1,000/月

スポーツ吹矢「いぶき会」 スポーツ吹矢の普及と、技術の習得を通じての健康づくり、
仲間づくり

日曜の午前3回
土曜の午後1回 1,000/月

続けよう足もみ健康法の会 足もみ健康法の実施による心身の健康の向上 3水曜の午後 1,000/月
健康ヨーガの会 ヨーガの実践を通して健康をはかる 1,3月曜の午後 1,500/月
ハッピー足法勉強会 足圧整体足法に関する学習実践活動を行う 月2回 2,000/月

語
学

ＴＡＭＡ中国語会話同好会 自由会話を楽しみながら中国語を学ぶ 2,4水曜の午後 2,500/月

日中交流学習会 中国語の学習を通じて会員相互の親睦をはかる 土曜の夜間
（月3回） 3,000/月

中国文化研究会 中国語の勉強を通して、知識の向上と会員相互の親睦を深
める 1,2,3木曜の夜間 10,000/3ヶ月

楽しい中国語 中国の言語や文化、風土について学ぶ 2,4木曜の午後 2,000/月
你好あんずの会 中国語・文化を学ぶ（中級程度） 2,4水曜の午前 1,500/月
本気で学ぶ中国語の会 中国語の会話・発音・文法を基礎から学ぶ 1,3木曜の午前 2,000/月
英会話サークル「英語を楽しむ」 講師と一緒に、和気あいあいと皆で楽しく英会話を学ぶ 1,3月曜の午前 10,000/半年

中国語けやきの会 中国語の学習と中国文化を学び、多摩地域の文化の発展
に寄与する 1,3火曜の午前 2,000/月

　多摩交流センターでは、広域的市民団体の活動の場として3つの会議室を提供しています。4月1日現在、129団体が
登録・利用していますので、興味のある団体がありましたら、多摩交流センターまでお問い合わせください。また、登録・
利用を希望する広域的市民団体の方は、登録の条件等を多摩交流センターまでお問い合わせください。

多摩交流センター　会議室利用登録団体一覧

多摩交流センターだより
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語
学

Friday　English 日常英会話の学習と交流及び地域社会への貢献 月3回の夜間 4,000/月

漢字を考える会 日本語、特に漢字について、形や意味の変遷を学習・検討し
て理解を深める 2木曜の午前 2,000/半年

朗
読

オコサの会 絵本を中心に読み聞かせを学んだり、わらべ唄を歌ったり
し、親睦を図る。子育て支援施設などでのボランティア 1月曜の午後 1,000/年

朗読の会「言葉の宝石心」 朗読表現の向上や地域の仲間との交流、健康維持などを目
的とする 2,4火曜の午前 1,000/回

こころつたえ 朗読を通じ会員相互の親睦をはかり、心身ともに健康な生
活を営む 1,3水曜の午前 1,000/回

たんぽぽサークル 朗読による自己表現を学び、自己啓発と会員相互の豊かな
人間性の向上をはかる

2または4金曜の
午前 なし

朗読の会「音めくり」 朗読に関する表現活動を行うことで多摩地域の市民交流の
発展に貢献する 2,4水曜の午後 1,000/月

文
芸
・
教
養

短文を書こう会 所定のテーマで全員が短い随筆を書き合評し、会員相互の
親睦を深める

2水曜の午後か
4土曜の午後 1,000/年

「エッセイの会」 エッセイや文集の制作 1土曜の午後 5,000/年

400字の会 400字のエッセイを書くことによって、会員間の親睦をふか
める 1水曜の午後 100/月

随想友の会 心に残った情景や気持ちを文章にして表現し、講評しあいな
がら会員相互の親睦を深める 1金曜の午後 500/月

文流の会 400字程度の随筆を作成し、相互で講評を行う 2金曜の午後 1,500/年

多摩詩塾
結成９年目になります。詩人研究と合評を主に、年一回の文
学散歩と作品集作成、時々カラオケも楽しんでいます。和気
藹々のうちに素晴らしい詩人達が巣立っています

2水曜の午後 3,300/半年

ケヤキ自由詩の会 自由詩に関する学習と発表活動を行い、会員の文化的向上
と地域の発展に貢献する。年1回、同人誌発行 1,3月曜の午前 1,500/月

日本の古典文学を学ぶ会 源氏物語の原文を音読し、名文の味わいを体感する 2,4金曜の午前 2,000/月

“源氏物語を読む”会 源氏物語を通じて古典への理解を深める 4火曜の午前 4,000/半年

中世古文書を読む会 歴史書「吾妻鏡」や、中世の古文書・文化等について学ぶ。
史跡の探訪も行う 1月曜の午前 10,000/年

きすげホトトギス句会 伝統的な俳句を学び、吟行会で自然に親しみながら俳句を
作る

句会：1土曜の午後
吟行会：4水曜 10,000/半年

TAMA市民詩吟を楽しむ会 漢詩や短歌・俳句等を歌う（吟ずる）初心者から学べる詩吟
の会 2,4土曜の午前 1,500/月

東京都多摩漢詩振興会
漢詩は自分で作れるようになって初めてその深い世界を味
わえるようになります。初歩から作詩作法を指導。吟や書に
留まらない作詩の世界へ

日曜（不定期） 500/回

多摩漢詩研究会 漢詩・詩吟に関する研究や吟詠・史跡の探訪を通して、会員
相互の親睦を図る 4木曜の午後 500/月

宮沢賢治同好会
「ゴーシュの会」 賢治の童話や詩などを通して、彼の深い思想を学ぶ 4木曜の夜間 500/月

日本語サロン 日本語を多角的に検証し、よりよい言語生活の一助とすると
ともに、多摩地域住民の交流を図り、社会的に貢献する 1木曜の午前 500/月

（半年分前納）

中国語で漢詩を楽しむ会
漢詩を中国語で朗読することで漢詩や中国文化の理解を深
めると共に、多摩地域の文化の向上や会員相互の親睦を図
る

月曜（月1回） 1,000/月

絵画文化の会 絵画芸術を楽しみながら絵画文化への関心と理解を高め、
多摩地域の市民文化の発展に寄与する 年6回程度 3,000/年

多摩チェス同好会 チェスに関する普及活動 月2回 1,000/月

「いろはの・い」 カラーコーディネイトに関する普及活動 月1回 500/月

歴
史
・
文
化

多摩歴史くらぶ 日本の歴史について研究し、会員相互の親睦をはかる 2水曜の午後 500/回
（半年分前納）

ＴＡＭＡ文化遊学 シルクロード史、仏教史の学習を通じて文化財研究マインド
を高める 平日夜間 2,000/月

ＴＡＭＡ市民歴史文化研究会 日本の古代史や関連する中国史・古代朝鮮史について学ぶ 2,4火曜の午後 500/回

歴史を楽しむ会 日本史を通して現在を知る。多摩地域の史跡の探訪も行う 1,3木曜の午後 500/月

「歴史の道を歩く会」 多摩地域の歴史を探訪 不定期（月1，2回） 300/回
＋1,000/年

土曜クラブ 国内外の歴史・情勢や伝統文化等について学び、会員相互
の親睦を図る 2土曜の午後 必要時徴収

世界の生活文化を学ぶ会 各国の生活文化や風習、各自の旅行体験談等を語り合う 3土曜の午前
（月1回） 1,000/年

多摩交流センターだより
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旅

旅のたから箱 旅行に関する研究や旅行談の発表、旅行についての情報交
換等を行う 4水曜の午前 入会時

1,000のみ

多摩紀行の会 多摩地域の街道をめぐり、様々な製本技術を用いて紀行文
を作成 3火曜の午後 500/月

シルクロードくらぶ シルクロードやその周辺の国々の歴史や文化について学ぶ 奇数月の3水曜 1,000/年

旅クラブ 海外・国内旅行の体験や報告を通じて、知識の習得と会員
相互の親睦をはかる

1水曜の午前
（月1回） 必要時徴収

写
真・映
像

地球を撮ろう会 写真技術の向上と会員相互の親睦 不定期（月1回） 10,000/年

ＴＡＭＡビデオクラブ ビデオ撮影、編集、作品の講評や、技術・使用機器について
の情報交換 2,4土曜の午前 300/月

府中ビデオサークル 映像制作の技術向上及び作品の上映を通じ、地域の交流を
図る 2,4木曜の午後 100/月

書
道・篆
刻

書に親しむ会 短歌・俳句・自作文、季節のお便り等をかな交り文（新和洋）
で書くことで書道に親しむ 1,3金曜の午前 2,000/月

蘭亭会 半紙・条幅を使用して書道の練習 2,4土曜の午前
（変更の場合もあり） 2,000/年

篆刻の会 篆刻の製作・文献の調査研究 2,4火曜の午後
（変更の場合もあり） 10,000/年

水
墨
画
・
水
彩
画
・
ス
ケ
ッ
チ

ヨーロッパの田舎
ウィークエンドの手工芸

ちょっとおしゃれなハンドクラフト。
欧風トールペイントを中心に楽しく制作しています 2,4金曜の午前 1,500/月

ＴＡＭＡスケッチ同好会 静物画スケッチや多摩地域周辺での風景スケッチ 2,4土曜の午前 1,500/月

遊画会 多摩地域を中心に戸外で淡彩スケッチ等 2,4金曜の午前 10,000/半年

水墨画サークル会 自身の個性を活かし、自由なテーマで水墨画を描く 1,3水曜の夜間 2,000/回

武蔵野スケッチ同好会 多摩地域を中心に、戸外で自然や風景のスケッチ等 2,4木曜
（10～15時） 1,000/月

絵てがみサークルかえで 季節ごとにテーマを決め、絵てがみを作成 毎週木曜の午前 2,000/月

水彩画月曜会 水彩画の制作や静物画のスケッチ 2,4月曜の午後 500/月

多摩淡彩の会 淡彩・水彩画の技術習得を通じて会員相互の親睦を図る 3月曜の午後 1,000/月
+4,000/年

スケッチ300 多摩地域の公園等で、ペン画による淡彩スケッチ等 2,4火曜 入会時1,000
+7,000/半年

日本画の写生を楽しむ会 季節の花、静物をモチーフにして日本画のスケッチ 2,4月曜の午前 3,000/月
（モチーフ代等含む）

七墨会 水墨画の会 1,3月曜の午後
（変更の場合もあり） 500/月

楽水会 水彩画を楽しく学びながら地域交流に貢献する 1,3木曜の午後 1,500/月

画楽 デッサン・絵画に関する創作活動 1,3火曜の午後 1,000/月
+1,000/半年

スケッチ仲間の会 絵を描く技能の向上と、会員相互の親睦を図る 不定期（月1回） 必要時徴収

エンジョイ・ペインティング トールペイントの学習を通じて創作活動を行い、
多摩地域の生涯学習の発展に寄与する

水曜の午前
（月2回）

2,000/月
（材料費別途）

国際水墨の会 中国の伝統文化を学びながら現代中国水墨画に関する芸
術活動を行う 2,4月曜の午後 1,500/月

き
り
え
・
折
紙

きりえグループ「きり友」 きりえ創作の基本技術の習得と個々の個性を生かした創造
性を養う 2,4金曜の午後 1,000/回

（材料代含む）

多摩きりえの会 自分が描いたスケッチなどをもとに紙などを切り、貼り合わ
せてオリジナル作品を作る 1,3金曜の午前 入会時1,000

＋1,000/年

多摩折紙研究会 季節ごとのテーマにそった折紙作品の制作を通じて世代・
文化の交流を図る 4木曜の午後 500＋材料費/月

花

花のアトリエ風花 花と工作を一度に楽しみ、個々の“らしさ”を大切にするフラ
ワーアレンジメントの会 3水曜 会費及び花・資材代

として3,500/回

フラワーセラピーティーツリー 主にワイルドフラワーを使ったフラワーセラピー 4水曜の午後 花代として
2,500～4,000

花のアレンジメントアナベルの会 花のアレンジメントの技術を高め、多摩地域の文化交流を
はかる 1木曜の午後 1,000/年＋1,000/

回＋花代2,000

手
芸
・
工
芸

楽しいパッチワークキルト 優しい色あいの小物などをパッチワークで制作 3水曜の午前 1,500/月

彩々の会 草木染で染めた糸や布で作品を作り、生活に取り入れて楽
しむ 3火曜または2金曜 入会時3,000

多摩交流センターだより
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暮
ら
し・福
祉

ラボ国際交流 多摩地域周辺の青少年、家族の集まり。国際交流や異文化
理解を促進する

基本的に
火曜の夜間 500/月

特定非営利活動法人東京雑学大学 生涯学習講座の実施（年間50回） 2木曜または
日曜の午後

会員5,000/
年非会員500/回

楽修しませんか 生活の中にある技術を習得 不定期 なし

東京都多摩地区
生涯学習インストラクターの会

生涯学習の推進に関する情報交換を行い、地域の発展を促
す 不定期 2,000/年

特定非営利活動法人
全国生涯学習ネットワーク

生涯学習活動を行う団体と連携し、事業のネットワーク化を
図る 2木曜の午後 6,000/年

減農野菜クラブ 減農薬野菜栽培に関する知識を学ぶとともに、農家等の現
地見学を通じて安全な栽培活動を行う 不定期 1,000/年

たまりばユネスコ倶楽部 ユネスコ憲章の精神にのっとり、世界の平和と人類の福祉
のために活動する

世界遺産講座:
年10回ユネスコ
自由大学：年3回

300～1,000/回

ごみ・環境ビジョン21役員会 ごみに関する情報を収集・発信し、環境に関する知識を深め
る 不定期 なし

三多摩「学校・職場のいじめ」
ホットライン実行委員会 学校や職場でのいじめ問題への対応策を学ぶ 奇数月の

3土曜の午後 1,000/年

大人･子供のいじめ問題を
素人の目から語る会

いじめ問題に関する話し合い。被害者本人及び家族の無料
相談

原則金曜の夜間
（月1回） なし

TAMA健康茶論の会 健康で長生きするためには、どうすればよいかを読書と話し
合いの中から学ぶ

3または4月曜の
午後 500/回

特定非営利活動法人けやきの会 メンタルヘルスに関する支援活動を中心に、会員の自己研
鑽及び住民同士の交流を図り社会貢献をする 月1回 5,000/年

平成25年の家庭菜園クラブ 安全で丈夫な野菜栽培活動を通じて、会員及び地域に対し
食の安全に関する知識向上に貢献する

年4回
（3・6・9・12月） 1,500/年

薬膳研究会 多摩地区の農作物を利用し、健康な身体を作る 未定 2,500/月

菜園クラブ27 無農薬野菜作りを学び会員間の情報交換を促し、会員の充
実した家庭菜園を実現 未定 1,000/年

LD等発達障害児・者親の会けやき LD（学習障害）をはじめとする発達障害への理解啓もう活
動と会員交流

月1回（例会）
年1回（総会） 5,000/年

野
外
活
動

みきの会 植物観察を通して会員相互の親睦をはかる 3木曜
（午前～午後） 1,000/半年

樹木観察「クロモジの会」 主に里山を巡り、環境や季節による樹木の生育を学ぶ 2水曜（戸外） 3,000/半年

多摩文学散歩の会 多摩地区を中心に、文学の周辺をめぐるウォーキングにより
文学に親しみ、理解を深めることを目的とする 年4回程度 1,000/年

そ
の
ほ
か

東京アマチュア無線ネットワーク アマチュア無線に興味を持つ団体、個人間の情報交換や相
互交流 日曜の午前 なし

アロマセラピーの会 アロマセラピーに関する学習を通じて会員相互の親睦を図
る

土曜の午前
（月1回） 600＋材料費/月

香草・木・花アロマの会 アロマテラピーを通して、自然の香り豊かな環境づくりに目
を向け、健康観・自然観を養う 月1回 500/月

多摩百人一首かるた大会実行委員会 かるた遊びの普及・振興。かるた大会による地域交流 不定期 なし

美術集団多摩アンデパンダン 多摩地域を中心にアンデパンダン（自由な創作発表の
場）の理念を掲げ、地域の活性化をめざす 不定期 5,000/年

会議室の利用について
　月曜日から土曜日までは、午前・午後ともに会議室の
利用が多くなっています。利用希望が重なった場合は、
抽選により利用団体を決定しています。 
  会議室の予約状況は、当調査会のホームページ及び事
務室前の掲示板にて、週 1 回程度更新した状況をお知
らせしています。 
●設置機器及び貸出し備品

（印刷機・コピー機は有料。その他は無料でご利用いただけます。） 

印刷機（0.3 円 / 枚、用紙は各自用意）、コピー機（カラー 30 円 / 枚、モノクロ 10 円 / 枚、用紙代込）、丁合機、紙折り機、
プロジェクター、パソコン、CD/MD ラジオカセットテープレコーダー、マイク（有線・無線・タイピン型）、スクリーン、レーザー
ポインター、譜面台、電気ポット、茶器

会議室 定員 常設機器類

第1会議室 16名 ホワイトボード・テレビ・DVDプレーヤー

第2会議室 35名 ホワイトボード・テレビ・DVDプレーヤー
マイク等音響機器類

第3会議室 36名 ホワイトボード・テレビ・DVDプレーヤー
マイク等音響機器類

●会議室の案内

多摩交流センターだより
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日　時 平成29年6月4日（日）10：30～14：30
 事前申込不要　会場前にて10：00から受付開始
場　所 東京都立府中けやきの森学園・東体育館（京王線飛田給駅から徒歩15分）
内　容  ジャンケンゲーム、パン食い競争、スイカ割り、ボッチャで賞品、玉入れ、大小玉送り…森vs

海チームで優勝杯を狙います。車いすの人も、障がいが有っても無くても、赤ちゃんからお年
寄りまで、ボランティア・スタッフも全員出場。お友だちを誘って、室内用運動靴・昼食持参、
運動できる服装で！途中入場・退場可。

参加費 1人200円
 ※ファミリー割引有　※「ボッチャ」景品用品物を当日持参して下さい。
主　催 NPO法人地球冒険学校準備会　http://www.chikyubouken.jp
問合せ 事務局　TEL＆FAX：042-646-0459
 E-mail：bandana@js9.so-net.ne.jp

広域的市民ネットワーク活動等助成事業紹介

日　時 平成29年6月4日（日）　開会式10：00　閉会式14：45予定
場　所 氷川キャンプ場川原（奥多摩駅徒歩５分　有料駐車場あり）
内　容  清流多摩川と川原のキャンプ場を会場にして行われる、東京ではめずらしいカヌー川下り

レースと、奥多摩の自然や文化を身近に体験してもらうためのイベントです。選手たちが多
摩川の激流を疾走（疾漕）します。その距離は約２.５㎞。豊かな自然に囲まれた奥多摩町な
らではの大会に、山だけじゃない奥多摩の魅力と、東京の意外な一面をお楽しみください。
カヌーレースだけでなく、一般の方向けのアトラクションも用意する予定です。

入場料 無料（レース出場者は3,000円・昼食・参加賞つき）
 ※魚つかみ取りなど500円程度の有料アトラクションも開催予定
問合せ 奥多摩ふれあいカヌーフェスティバル実行委員会
 担当　伊藤英人TEL：090-9148-3113  E-mail：festival@okutamacanoe.jp
 URL：http://www.okutamacanoe.jp/festival/

奥多摩ふれあいカヌーフェスティバル２０１７　同時開催 第23回奥多摩カップカヌー競技大会

障がい児者・家族と皆で楽しむバリアフリー運動会

日　時 平成29年6月11日（日）13:40～16:45（開場13:15）
場　所 西東京市民会館公会堂（西武新宿線田無駅北口徒歩8分）
内　容  江戸建設にあたり、重要なインフラとして整備された街道。それは、時代と共にその顔を変

えていく。生活に密着した「多摩の街道」について、下記の三人の講師がそれぞれの講演を
行う。

 「多摩・武蔵野と街道」　大石　学氏　東京学芸大学教授
 「甲州道中・青梅街道の風俗」　斎藤慎一氏　元青梅市文化財保護審議会会長
 「地形図でたどる多摩の街道今昔」　今尾恵介氏（一財）日本地図センター客員研究員
参加費 500円（資料代を含む）
主　催 まなびの雑学実行委員会（NPO小金井雑学大学・NPO東京雑学大学共催）
問合せ 小金井雑学大学　電話080-5645-1477
 東京雑学大学　電話0422-52-0908　 FAX 0422-53-8121

フォーラム　「多摩の街道」ー「江戸」から「東京」へつづく道　400年ー

多摩交流センターだより

１. 新規申請事業　1事業（1団体）
事業名 団体名 事業実施予定日 実施予定場所

1 郷土芸能と保存会の想いに触れる 檜原学芸社 平成29年9月～10月 檜原村内各所

　当調査会では、市町村のワクを越えて行われる芸術文化、環境、福祉、まちづくり及び国際交流等の市民活動を支援
しています。活動の成果や発表の場の経費を一部助成することによって、市民ネットワークや相互交流を推進し、多摩
地域のひとづくり、まちづくりへとつなげていきます。

平成29年度広域的市民ネットワーク活動等助成対象事業が決まりました
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多摩交流センターだより

２. 継続申請事業　11事業（10 団体）
事業名 団体名 事業実施予定日 実施予定場所

1 奥多摩セラピーウォーク セラピーウォーク実行委員会 平成29年4月29日（土・祝） JR奥多摩駅
～奥多摩むかしみち～奥多摩湖

2 障がい児者・家族と皆で楽しむバリアフリー運動会 特定非営利活動法人
地球冒険学校準備会 平成29年６月４日（日） 府中けやきの森学園・東体育館

3 奥多摩ふれあいカヌーフェスティバル2017 特定非営利活動法人
奥多摩カヌーセンター 平成29年6月4日(日） 奥多摩町氷川渓谷～白丸湖特設カ

ヌーコース

4 多摩の街道
ー「江戸」から「東京」へつづく道　400年ー まなびの雑学実行委員会 平成29年6月11日（日） 西東京市民会館

5 第8回演奏会活動
（①定期演奏会、②合奏体験会）

ドリームウェストウィンド
オーケストラ

①平成29年6月18日（日）
②未定

①東村山市立中央公民館ホール
②未定

6 文化芸術活動を通じた子どもの地域再発見 多摩北部こども文化
実行委員会 平成29年12月23日（土・祝）ほか 小平市ルネこだいら大ホールほか

7 山のふるさと村音楽祭 山のふるさと村
音楽祭実行委員会 平成29年10月15日（日） 東京都立奥多摩湖畔公園

山のふるさと村

8 車いすの人と高尾山に登ろう 特定非営利活動法人
地球冒険学校準備会 平成29年10月28日（土） 京王線高尾山口

～高尾山山頂（往復）

9 ひのはら魅力発見！
払沢周辺クイズチャレンジ！！ ひのはら魅力発見隊 平成29年10月～平成30年1月 払沢の滝周辺店舗

10 払沢の滝冬まつり 払沢の滝冬まつり実行委員会 平成29年12月～平成30年2月 檜原村内払沢の滝周辺店舗

11 第6回TOKYOシャンソンフェスティバル TOKYOシャンソン
フェスティバル実行委員会

平成30年3月20日（火）
～3月21日（水・祝） 府中グリーンプラザ・けやきホール

＊日程、開催場所については、予定ですので、変更される場合があります。

☆ 多摩交流センターは、広域的市民ネットワーク活動の支援、多摩地域市民交流の場の提供等
　 を目的として活動しています。

府中駅
→宿新至子王八至←

大國魂神社↓

府中グリーンプラザ

甲州街道（国道２０号線）

武蔵府中
郵便局

スカイナード

寿町一丁目交差点

府中駅北第２庁舎６F

り
通
木
並
き
や
け

多摩交流
センター

信託銀行

ご注意：駐車場はありません

（公財）東京市町村自治調査会　多摩交流センター
〒183-0056 府中市寿町1-5-1 府中駅北第2庁舎6階
TEL 042-335-0100　FAX 042-335-0127
ホームページ　http://www.tama-100.or.jp/（当調査会ホームページ内にコンテンツがあります）

「多摩交流センターだより」の問合せ先

〇　『風が薫る』と評される5月です。おだやかで過ごしやすい
気候になりました。

　　約340年前の江戸時代前期に、山口素堂はこの季節を「目
には青葉 山ほととぎす 初鰹」と詠みました。この句は、季節
の「旬」を目と耳と舌で表現し、江戸庶民が好み、かつ、初夏
5月の季語を３つ並べた優れた句として日本全国でよく知られ
ています。

　　素堂は２歳下の松尾芭蕉とも交流があり、故郷の甲州と江
戸の間にある「武蔵野」についても数首の句を残した、多摩
地域に縁のある俳人です。

〇　さて、春先から続いていた辛い花粉症の症状もようやく一
段落する兆しが見え、GWが終わるころには誰もが新たな環
境に慣れ、今年度の事業実施に向けて本格的に動き出しま
す。当調査会も本紙4月号でお知らせした各事業を鋭意進め
てまいります。

〇　7月には、2020年東京オリンピック・パラリンピックの開
催期間を含む今後4年間の東京の進路決定に大きな影響力
を持つ、東京都議会議員選挙が控えています。

　　都議会議員選挙は、毎回国政選挙の前哨戦と位置付けら
れており、メディアが大きく取り上げ各政党が力を入れる選

挙です。今回は新党の参戦で、これまで以上に注目度が高く
なっています。

　　多摩・島しょ地域の各市町村の将来にも大きく関わりがあ
るので、皆さんにしっかりと候補者を選んでもらい、選ばれた
議員には、より良い地域社会の形成に向けて方向を示し、道
をつけていただきたいと思います。

〇　本紙2～3ページでご紹介している平成28年度調査研究事
業の各テーマ報告書は、多摩・島しょ地域の市町村や住民の
皆さんが施策や活動を行う際の一助となるよう、全国の先進
的な取組や具体的な手順の解説、提言等を多く含んだ内容と
なっています。どのテーマも、これからの取組が地域の振興と
発展のために大切な事柄ばかりです。

〇　７月号からは隔月で各テーマ報告書の内容を掲載する予定
です。当調査会HPに報告書全文を掲載しておりますので、そ
ちらもぜひご一読いただき、ご活用ください。

　　当調査会はこれからも、「旬」を迎
えるテーマについて有益な調査研究に
取り組み、より良い地域づくりのお手
伝いができるよう努めてまいります。 

 （M.N）

編 集 後 記
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稲城市といえば、梨を連想するかもしれないけど、
今回は、わたげのボクがJR南武線「稲城長沼駅」周辺を紹介するよ。

“ココ”
ご存じ
ですか?稲城市第32回 

とっておきスポット 

［ 現地案内 ］

《大丸親水公園》　稲城市大丸251番地
●JR南武線「稲城長沼駅」下車　徒歩5分

《いなぎ発信基地ペアテラス》
　稲城市東長沼516番地の2（駐車場なし）

●JR南武線「稲城長沼駅」下車すぐ
　営業時間：10:00～19:00
　定 休 日：12月29日～1月3日
　電　　話：042-401-5786

  

　いなぎ発信基地ペアテラスは、稲城長沼駅の高架下にあるん
だよ。各種マップや観光関連施設パンフレットの配布、観光ス
ポットの紹介、各団体が主催するイベントのお知らせなどを行っ
てるんだ。地元の食材を使用した特産品の販売や飲食スペース
も併設されていて、その名のとおり稲城の観光情報をまるごと
発信してるんだよ。
　また、ここでは「メカニックデザイナー大河原邦男プロジェク
ト」によるガンダム＆シャア専用ザクのモニュメントにも出会え
るんだ。みなさんもぜひ、ふわっと行ってみて！

 稲城長沼駅周辺には、稲城市内を縦横に走る農業用水路、大丸用 
水があるんだ。この大丸用水は、江戸時代初期から約300年以上
にわたって稲城の宝として守られてきたんだよ。
　大丸用水の幹線、菅堀を取り込んだ親水公園として整備された
のが、大丸親水公園なんだ。この公園は全長1,120mの細い緑地
で、ところどころに配置されているポケットパーク（小公園）や多目
的広場、庭園などが、みなさんの「散策」「遊び」「語らい」の場に
なってるんだ。

［ 情報・写真提供 ］ 
 稲城市市民部経済観光課  TEL 042-378-2111（代表）

大丸親水公園 ※表紙でもご紹介しています

  いなぎ発信基地ペアテラス

  いなぎ発信基地
ペアテラス

大丸親水公園


