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調査研究結果発表シンポジウムのお知らせ▲

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
　　みどり東京フォトコンテスト募集
　　市町村助成事業紹介
　　　武蔵村山市　親と子の環境教室
　　　多摩市　　　多摩市版クールシェア事業
　　　八丈町　　　花いっぱい運動推進事業▲

平成 29年度39市町村共同事業助成事業▲

多摩交流センターだより
　・第24回 TAMAとことん討論会実施報告
　・ＴＡＭＡ市民塾平成29年 10月開講分塾生募集案内
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＜テーマ＞「多摩・島しょ地域」×「スポーツ」でまちを元気に
～スポーツが持つ力とスポーツコミッションの可能性～

　「スポーツを活用した地域の活性化」をシ
ンポジウムのテーマとし、スポーツやスポー
ツコミッションに関わる方々を招き、基調講
演や実際に活動されている方による事例紹介
等を行います。このシンポジウムが市町村職
員や住民にとって、スポーツを活かしたまち
づくりについての新たな気づきや理解促進に
つながり、スポーツコミッションのような中
心的組織設立の可能性を検討する契機となる
ことを目指します。

基調講演
　●「スポーツを活かした地域づくりと活動組織としてのスポーツコミッション」

調査研究結果発表
　●�「多摩・島しょ地域におけるスポーツを活かした地域づくりに関する調査結果～スポーツコミッションの
　　機能に注目して～」

事例紹介
　●「行政と連携したスポーツコミッションの設立と活動」
　●「広域連携を目指したスポーツコミッションの設立と活動」
　●「総合型地域スポーツクラブを活かした地域づくり組織と活動」

トークセッション
　●「スポーツコミッションの設立背景と活動及び今後の方向性について」

日 時
平成29年7月6日（木）13:30～16:45

会 場
調布市文化会館たづくり　くすのきホール
（調布市小島町2-33-1）

※申込み方法や詳細は「ぐるり39」7月号に掲載予定です。

調査研究結果発表シンポジウムのお知らせ 予告

当日の構成（予定）

駐車場（有料）、駐輪場（無料）あり
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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
みどり東京フォトコンテスト

応募部門	 ①街中みどり	 ②公園みどり
	 ③里山・島みどり	 ④湖・滝・海・川みどり
	 ⑤自由にみどり	 ⑥環境活動

応募サイズ	 はがきサイズ～ワイド４切

	 本年12月頃にフォトコンテストのホームページ等で結
果発表し、入賞した方には直接郵送でお知らせします。入賞作品
は、写真雑誌にて発表、2018年カレンダーとして各市区町村へ配布
します。上位入賞作品は公共施設などへ寄贈します。また、入賞者
以外の18歳以下の方を対象に、優秀な作品には学生奨励賞を差し上
げます。

【詳しくはホームページをご覧ください。】
みどり東京フォトコンテストホームページ

http://all62.jp/midori-photocon/

〒102-0075	東京都千代田区三番町1-5	B1
一般社団法人日本フォトコンテスト協会内
みどり東京フォトコンテスト事務局

みどり東京フォトコンテスト事務局
（日本フォトコンテスト協会内）
TEL.03-3230-2610(平日10:00～18:00)

※�ご注意ください　被写体が人物の場合、ご応募に関しては必ず被写体ご本人(ご本
人が未成年の場合は親権者)の承諾を得てください。他人の著作権・肖像権を侵害す
るような行為が行われた場合、それに関するトラブルの責任は一切負いかねます。

作品応募先

応募に関するお問合せ先

（当日消印有効）

応募部門

応募サイズ

結果発表など

何点でも
応募可！

応募締切

9月30日まで9月30日まで土

本プロジェクトでは、「残しておきたい、もっと増やしたい、東京のみど
り」をテーマにフォトコンテストを実施します。あなたの写真で東京のみ
どりを伝え、みどりを見直すきっかけにつなげてみませんか。
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多摩市2 多摩市版クールシェア事業

八丈町3 花いっぱい運動推進事業

武蔵村山市1  親と子の環境教室

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

　国が推進するクールシェアの多摩市版であり、趣旨に賛同する市内事業
者と連携をしながら、家庭でのさらなる省エネと地球温暖防止の取組とし
て、平成25年度から実施しています。
　我慢するというイメージがある省エネを楽しみながらお得にできるよう、
協賛店舗等から市民へ魅力あるサービスの提供をいただき、市民がエアコ
ンを消して来店することを促すとともに、地域の経済活性化にもつなげる
ことが多摩市版の特徴です。
　4年目の平成28年度は、169店舗の協賛と28,820人の参加があり、夏
のイベントとして根付いてきています。

【問合せ先】 多摩市　環境政策課　TEL：042-338-6831

多摩市

Tama

　八丈町では、町で植えた植物の管理や町を緑でいっぱいにしようとい
う運動を促進させる「花いっぱい運動推進事業」を行っています。八丈
島の坂上地区の住民により、樹木等の剪定、除草及び清掃等が行われ、
緑化の推進とともに島民へ緑の大切さが伝えられています。
　また、坂下地区では東京都農林水産振興財団が窓口となり、島の気候
に合う苗木を地域住民に配布し、町内の優れた自然景観及び樹木その他
の植物を保護するとともに、花木類の植栽を行うことによって、町内の
修景を図り、郷土の美化を推進することを行っています。

【問合せ先】 八丈町　産業観光課　TEL：04996-2-1125

　武蔵村山市内を源流として流れる空
からぼり

堀川は、東大和市・東村山市・清瀬
市の4市を横断して柳瀬川へ合流後、東京湾へ流れています。
　流域4市が合同で水質調査を行うとともに、毎年7月には、流域の皆様
に広く地球温暖化防止等環境への関心と認識を高めることを目的とした「親
と子の環境教室」を実施しています。平成 28年度は葛西臨海水族園で、
いろいろな魚の体の形やつくりがその魚の暮らしと深い関わりがあること
など、魚の生息環境について学びました。

【問合せ先】 武蔵村山市　環境課　TEL：042-565-1111

武蔵村山市Tama

Islands

八丈町
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　東京都市長会、東京都町村会及び当調査会では、市町村共同事業を推進しています。今年度は、「多摩・島しょ広域連携

活動助成事業」、「多摩・島しょスポーツ習慣定着促進事業助成事業」及び「多摩・島しょわがまち活性化事業助成事業」を実

施します。

平成29年度　39市町村共同事業助成事業

「多摩・島しょ広域連携活動助成事業」
　本事業は、多摩・島しょ地域の市町村が立ち上げる新たな連携活動の支援、既存の連携活動の活性化、市町村職員
の交流及び人材育成、ひいては多摩・島しょの魅力を高めることを目的とした事業です。複数の多摩・島しょ地域の市町
村が連携組織を構成し、一般連携活動や子ども体験塾を実施しています。今回は、平成29年度に実施予定の事業につ
いて紹介します。

事業一覧（一般連携活動）
No 連携組織の名称 事業名 構成自治体等

1 狭山丘陵観光連携事業推進実行委員会 狭山丘陵を核とした地域の魅力向上に資する事業
武蔵村山市、東大和市、東村山市、西武・狭
山丘陵パートナーズ

2
多摩川中上流域上総層群調査研究プロ
ジェクト実行委員会

多摩川中上流域上総層群調査研究プロジェクト

羽村市、青梅市、あきる野市、福生市、昭島
市、武蔵村山市、立川市、日野市、日の出町、
瑞穂町、奥多摩町、首都大学東京、駒澤大
学、神奈川県立生命の星・地球博物館

3
日野市・三鷹市基幹システム共同利用調
査研究会

日野市・三鷹市基幹システム共同利用調査研究 日野市、三鷹市

4 多摩第一ブロック 多摩第一ブロックオープンデータ利活用推進事業 八王子市、町田市、日野市、多摩市、稲城市

5
東久留米市・武蔵村山市ハンドボールフェ
スティバル実行委員会

ハンドボールフェスティバル 東久留米市、武蔵村山市

6 多摩川流域魅力体験事業実行委員会 多摩川流域魅力体験事業
青梅市、羽村市、あきる野市、福生市、八王
子市、昭島市、青梅カヌー協会、美しい多摩
川フォーラム

7 ラグビーフェスティバル実行委員会 府中調布三鷹ラグビーフェスティバル2017 府中市、調布市、三鷹市

8 行政BPR・サービス水準適正化研究会 行政BPR・サービス水準適正化調査事業
八王子市、町田市、江戸川区、神奈川県藤沢
市

9 三市創業支援事業協議会	T.A.F. 三市創業支援事業 立川市、昭島市、福生市

10 国際交流事業の広域連携検討会
国際交流･都市観光における広域的な情報発信・交
流促進等の取組

三鷹市、武蔵野市、（公財）三鷹国際交流協
会、（公財）武蔵野市国際交流協会

11
圏央道青梅インターチェンジ活用による
産業効果研究会

青梅インターチェンジ周辺の活用調査 青梅市、羽村市、瑞穂町

12 多摩地域観光資源広域活用協議会 日本酒の魅力を楽しめる大人のまちプロジェクト あきる野市、青梅市、東村山市、福生市

13 プラチナ未来スクール実行委員会 プラチナ未来スクール 羽村市、青梅市

14
沿線３市男女共同参画連携事業実行委員
会

男女共同参画の実現に向けた地域防災力向上のた
めの人材育成プログラム研究及び交流事業

西東京市、清瀬市、東久留米市

15
三鷹市・小金井市・調布市エリアの魅力再
発見！
コミュニティサイクル促進事業連絡会

三鷹市・小金井市・調布市エリアの魅力再発見！
コミュニティサイクル促進事業

三鷹市、小金井市、調布市

16
多摩川流域郷土芸能フェスティバル実行
委員会

多摩川流域郷土芸能フェスティバル
府中市、調布市、日野市、狛江市、多摩市、稲城
市、奥多摩町、山梨県小菅村、同県丹波山村

17 多摩３市男女共同参画推進共同研究会
多摩地域における男女共同参画推進に向けた共同
研究

小金井市、国立市、狛江市

18
多摩川流域11自治体交流イベントラリー実
行委員会

多摩川流域11自治体交流イベントラリー
府中市、調布市、日野市、狛江市、多摩市、稲城
市、奥多摩町、大田区、山梨県小菅村、同県丹
波山村、神奈川県川崎市

19 国分寺・府中観光振興連絡協議会 国分寺・府中観光振興創出事業
国分寺市、府中市、国分寺市観光協会、（特
非）府中観光協会
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事業一覧（子ども体験塾）
No 連携組織の名称 事業名 構成自治体等

1
東大和市・東村山市広島派遣事業実行委
員会

東大和市・東村山市　地域の戦争・平和学習及び
広島派遣事業

東村山市、東大和市

2 みどり東京計画実行委員会 羽村×八丈エコ教室
羽村市、八丈町、（特非）八丈島産業育成
会

3 檜原村・利島村子ども体験塾実行委員会 檜原村・利島村子ども体験塾 檜原村、利島村

4 子ども国際交流音楽祭実行委員会 子ども国際交流音楽祭 羽村市、檜原村、奥多摩町

5 子ども雪国体験事業実行委員会 子ども雪国体験事業
昭島市、東大和市、武蔵村山市、瑞穂町、
長野県栄村

6
平成29年度多摩・島しょ子ども体験塾
日野市・八王子市共同事業実行委員会

①たにぞうファミリーコンサート
日野市、八王子市、（公財）八王子市学園都
市文化ふれあい財団

②オーケストラ・ワンダーランドへようこそ！

7
奥多摩町・神津島村子ども体験塾実行委
員会

子ども体験塾・神津島洋上セミナー 奥多摩町、神津島村

8
秋川流域（あきる野市・日の出町・檜原村）
子ども体験塾実行委員会

秋流子ども体験塾	小中学生駅伝大会 あきる野市、日の出町、檜原村

9
多摩市・稲城市子どもスポーツ体験塾実
行委員会

～プロから学ぼう～　子どもサッカー体験事業 稲城市、多摩市、長野県富士見町

10 英語チャレンジ体験事業実行委員会 英語チャレンジ体験事業 昭島市、国分寺市、東大和市

11 小金井・三宅島連携推進協議会 青少年自然・文化体験交流事業in三宅 小金井市、三宅村

12 ５市共同事業実行委員会
5市共同事業「子ども体験塾」
音楽は世界をつなぐ

武蔵野市、三鷹市、小金井市、国立市、国
分寺市

13 多摩北部広域子ども体験塾実行委員会
「東京Water調査隊」～たまろくの水をたどるとど
こへ行く？～

小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、
西東京市、多摩六都科学館組合

14 なぎさ体験塾実行委員会 なぎさ体験塾 東村山市、小平市、新潟県柏崎市

15 大島・子ども体験塾実行委員会 大島・子ども体験塾 羽村市、あきる野市

16
青梅市・羽村市・瑞穂町子ども体験塾実
行委員会

子ども体験塾　科学であそぶ夏休み！ 青梅市、羽村市、瑞穂町

17 青梅・羽村子ども体験塾実行委員会
①子ども発掘調査体験

青梅市、羽村市
②青梅・羽村ピースメッセンジャー

18 スナッグゴルフ体験塾実行委員会 スナッグゴルフ体験塾
昭島市、立川市、東大和市、武蔵村山市、
昭和飛行機工業株式会社

19
町田市・多摩市・稲城市子ども体験塾実行
委員会

町田市・多摩市・稲城市子ども体験塾2017 町田市、多摩市、稲城市

20
多摩・島しょ子ども体験塾　島しょブロッ
ク実行委員会

ミュージカル体験事業
大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅
村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原
村
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No 市町村名 事業名称 実施時期

1 八王子市

ジュニア育成事業バスケットボール教室（小学生用） 12月
ジュニア育成事業バスケットボール教室（中学生用） 6月
ジュニア育成事業コア（体幹）トレーニング&走り方教室 8月
ジュニア育成事業バドミントン教室 11月

2 立川市
ジュニア体力及び競技力向上事業 5月～平成30年1月
障害者スポ―ツ振興事業 5月～平成30年1月
ラジオ体操教室 5月～平成30年1月

3 武蔵野市 ニュースポーツ出張事業 4月～平成30年3月

4 三鷹市
乗馬による体力向上プログラムの構築 4月～平成30年2月
バレーボールの競技力向上事業 6月～11月

5 青梅市

青梅マラソンランニングクリニック 9月
ブラインドサッカー教室 10月
スポーツ×地域の魅力　カヌー体験プログラム 5月上旬～10月中旬
元気に!楽しく!梅っこ体操 6月中旬～平成30年1月上旬

6 昭島市 児童の総合的な体力向上を図る事業 5月～平成30年3月
7 調布市 調布市小学生ドッヂビー大会 11月頃

8 町田市
「出張!サッカー&スポーツ栄養学」実施事業 4月～平成30年3月
町田っ子　アクティブ・プロジェクト 4月～平成30年3月

9 小金井市
アシスタントティーチャー事業 4月～平成30年1月
ストレッチ体操普及啓発事業 4月～平成30年1月

10 小平市 卓球ジュニア育成講習会 7月～平成30年2月

11 日野市
体を動かす(運動する)ことの楽しさ・心地よさ向上プロジェクト 4月～平成30年3月
ロープジャンプで体力アップ 4月～平成30年3月

12 国分寺市 祝第34回国分寺まつり史跡武蔵国分寺跡秋のスポーツイベント 11月
13 国立市 子どもの体力・運動能力向上事業 4月～平成30年2月
14 狛江市 スキルアップ卓球教室 7月
15 東大和市 東大和市子供の体力向上推進事業 4月～平成30年3月
16 清瀬市 なでしこリーガーによる清瀬市サッカー教室 11月～平成30年2月

17 東久留米市
オリンピック種目をベースとした子どもの体力・運動能力向上事業 4月～平成30年2月
指導員によるフィットネスウォーキング事業 4月～平成30年2月

18 多摩市 ヴェルレンジャー～一緒にスポーツ楽しみ隊!～in多摩 4月～平成30年2月

19 羽村市

はじめようスポーツ!小・中学生「走り方教室」(初心者編) 未定
スポーツをしよう!小・中学生「走り方教室」(競技力向上編) 未定
スポーツをしよう!小・中学生「フィジカルトレーニング(体幹)教室」(競技力向上編) 未定
はじめようスポーツ!障害者スポーツのススメ 未定
はじめようスポーツ!歩くことからはじめよう 未定

20 あきる野市 小中学生ハンドボール教室 平成30年1月
21 西東京市 継続的な子どもの体力・運動能力向上事業-走って、投げて、蹴って!- 8月
22 檜原村 檜原村スポーツ教室 8月
23 利島村 ジュニアサッカー育成事業 4月～平成30年1月
24 新島村 子どもの競技力の向上実施に資する事業 10月～11月
25 神津島村 子どものスポーツ競技力向上事業 9月～平成30年1月

26 御蔵島村
御蔵島村子どもスポーツ教室 6月～平成30年3月
運動習慣の定着に資するためのスポーツ教室 6月～平成30年3月

27 八丈町

卓球連盟ジュニア育成交流合宿 未定
八丈町サッカー協会サッカークリニック 12月～平成30年2月
八丈島柔道会選手育成事業 10月～平成30年3月
八丈島剣道会育成事業 4月～7月
八丈島ジュニアバレーボール合宿 4月～5月、11月～平成30年2月
野球連盟野球教室 11月～12月

「多摩・島しょスポーツ習慣定着促進事業助成事業」
　本事業は、多摩･島しょ地域の市町村が計画的に実施する、住民が日常的にスポーツに親しみ、取り組むことを習慣として定
着させ、健康増進を図ることを推進する事業を支援することにより、多摩・島しょ地域の魅力を高めることを目的としています。
　助成対象は、「継続的な子どもの体力・運動能力向上に資する事業」、「子どもの競技力の向上に資する事業」、「障害者ス
ポーツ・ニュースポーツの振興及び理解促進に資する事業」、「運動習慣の定着に資する事業（ウォーキング、ラジオ体操、市町
村が独自に推奨する体操から選択）」です。
　今回は、平成29年度に実施予定の事業について紹介します。
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No 市町村名 事業名称 事業概要

1 八王子市
八王子の魅力発信事業 市の魅力をイメージ映像化しメディア等で発信、魅力発信パンフレットの増刷、市民ライターによる魅

力発信、オリジナル婚姻届製作、シティプロモーション推進プロジェクトチーム設置

八王子城跡魅力発信事業 ガイドボランティア予約増加に合わせ、散策マップ、のぼり旗作成、ガイドボランティアによる歴史講座、
ガイドボランティア同士による研修会などの実施

2 立川市 「立川の魅力」発信強化事業 SNSなどさまざまな媒体を活用した情報発信、市公式キャラクターのＰＲ、市民や関係団体及び事業者と連携
し情報発信のしくみを検討、イベント等に参画しながら市全体での盛り上がりを図る

3 三鷹市 三鷹市魅力向上事業（三鷹の森アニメフェスタ） 市内美術館が厳選した傑作アニメーションの上映、全国のアマチュアクリエーターから募集したアニメ
作品を上映・審査・表彰

4 青梅市 梅の里再生事業 復活に向けて歩む梅の里のPR、イベントなどを実施

5 府中市 府中×漫画で活性化！事業 市ゆかりの漫画作品の企画展開催による市のＰＲとガイドマップ作成など

6 昭島市 昭島市産業まつリ 既存のイベント（Ｈ29が第49回）に、著名人を招聘することによりレベルアップを図る

7 調布市 調布市魅力発信事業 東京五輪やラグビーワールドカップ競技会場を有していることから、内外の観光客誘致に向けた市の
ＰＲ映像の制作と発信

8 町田市 地域の魅力発信・向上支援事業 イベント開催（市民協働フェスティバル）を通じた人材交流、魅力ある活動の向上、地区協議会活性化
のための各地域運営支援、情報発信

9 小平市 小平まち歩き事業 前年度作成した観光総合ガイドブックを活用し、「まち歩きガイド」の養成と「まち歩きツアー」を実施

10 日野市
日野人ちょこっと散歩会 大学と連携し、高齢化する地区の運動・栄養指導による健全な地域コミュニティの育成

水都日野わがまち活性化業務 「水都日野」構想に向け、水辺の風景50箇所への標柱設置を進める

11 東村山市 シティプロモーションの推進 市のシティプロモーション計画に基づき、シネアド（映画本編上映前のコマーシャル）や認知度調査を
実施

12 国分寺市 国分寺市×宇宙　まちに眠る魅力発掘事業 市が日本の宇宙開発発祥の地であることをＰＲし、フィールドワーク、ワークショップ、打ち上げパブリッ
クビューイング、星空観望会などを開催、専用サイトの運用

13 国立市 LINKくにたち2017 大学通りを活用したリレーマラソン、ダンス、スポーツ体験コーナーなどを実施することにより市民間
のつながりを築く

14 狛江市

まちの魅力を再発見「狛江郷土カルタ」作成事業 市への愛着の向上を図るため、前年度作成した郷土カルタを活用し、カルタの展示やカルタ大会を実施

チャレンジデー事業 チャレンジデーによる市民のスポーツ意識の向上

こまえの魅力創作展事業 市民によるワークショップや座談会開催、市民・団体等の文化活動の作品を活用した啓発用冊子作成

狛江古代カップ多摩川いかだレース 既存イベントのレベルアップで、オリンピック選手の招致及び地場農産物をＰＲするためのビアガーデ
ン開催

15 東大和市 ここがふるさと・東大和の魅力発見・発信し隊 市の魅力を内外に発信する市民・グループの育成及び市民ネットワークの強化

16 清瀬市 清瀬市シティプロモーション推進事業 市の魅力ある風景や穴場スポット・文化的遺産などを映像化し、インターネットやケーブルテレビなど
で発信

17 東久留米市 東久留米市ブランド認定ならびに広域発信事業 市内産業（技術・工芸、サービス部門）のブランド認定及び認定セレモニー、事業所見学、体験講座、カ
タログ作成など

18 武蔵村山市 武蔵村山市少年・古希軟式野球チーム親善試合事業 軟式野球を通じた地域の親睦・活性化を図るため、少年チームと古希チームとの試合の実施及び著名
人による技術指導や講演会など

19 多摩市 日本アニメーション㈱と協働による魅力発信事業 市内立地企業である日本アニメーション㈱のキャラクターを活用したPRビデオの制作・発信、絵画展示、グリー
ティングなど

20 稲城市 観光推進事業
観光ＰＲポスターの作成、大河原邦男プロジェクト（市在住のデザイナーによるメインビジュアルの作
成）、市キャラクターグッズ製作・配布、駅前広場完成式典開催、市観光発信拠点ホームページの多言
語化

21 羽村市 はむらの魅力発信・知名度向上事業 魅力発信アドバイザーの活用、子育て家族の写真を活用したポスター展やワークショップなどの開催、魅
力発信市民記者事業の推進、公式サイトでの情報発信、公式キャラクターの市内外のイベント出演など

22 あきる野市
秋川渓谷観光統計・プロモーション事業 市の観光地である秋川渓谷のＰＲとして、前年度のプロモーションイベントの効果を検証したうえで、首

都圏の観光施設などで観光プロモーションイベントを実施

市民体力向上推進事業 市が目指す「誰もが元気でスポーツに親しむ健康なまち」の取組の一環として、前年度に育成した指導
員によるラジオ体操会及びラジオ体操講習会を開催

23 西東京市
めぐみちゃんメニューフェスタ 市農産物キャラクターへの愛着を醸成するためのグッズ制作・配布と同キャラクター名を冠したメ

ニュー（市内農産物を使用）に参加している商工農業者のPR（イベントや情報発信など）

文化財を活用した西東京市の魅力発見・発信事業 市内にある縄文時代の遺跡のＰＲ（展示の一部更新、整備、VRを活用したイベント、講座や特別展示
開催、マップ作成など）

24 瑞穂町
東京みずほブランド事業 H24より認定した町ブランド商品のＰＲに向けたマップ作成、前年度作成したパンフレット内容の充

実、全国規模の物産展でのPRなど
残堀川ふれあいイベント事業 既存イベントのレベルアップによる町のＰＲ

25 日の出町 トップアスリートによるスポーツ講演会・スポーツ教室・
交流戦

「スポーツのまち」として、スポーツを通じた地域活性化を図るため、アスリートによる講演会やスポー
ツ教室、交流戦を開催

26 檜原村 檜原村魅力発見事業
①地場食材を活用したグルメ・土産品の開発及びPR
②Ｈ27に立ち上げた観光情報に特化したホームページの管理、村のPR映像を制作し、サイトに掲載
③暮らしぶり体験及びサイクルツーリズム並びにセラピー・ハイキング事業

27 奥多摩町 奥多摩町魅力発信事業 町の魅力発信のためのＰＲガイドブック、チラシ、町イメージキャラクターのグッズ作成

28 大島町 水産･観光活性化事業 水産資源のブランド化によるPR

29 利島村 利島村国際化推進事業 外国人観光客増加に対応するための基盤整備として、島民の英語力向上を目的に外国人講師による
英会話教室、外国人向け英文ＰＲパンフレット作成、英語スピーチコンテスト開催

30 新島村 新島村魅力発信事業 島の魅力発信のためのラッピングバス運行、都内物産展でのPR活動

31 神津島村
ウォーキング大会地域活性化事業 ウォーキングマップ作成、マップを利用した大会（著名な講師による講演及びウォーキング）開催

島しょサッカー大会「まちの魅力」向上事業 伊豆諸島北部の小学生を集めたミニサッカー大会の開催による島の魅力向上

32 三宅村 観光宣伝事業 観光資源（土産品）の開発、ノベルティ製作、イベント出展

33 御蔵島村 御蔵島花火大会 S54年から続く御蔵島花火大会の継続開催により魅力向上と経済活性化に資する

34 八丈町 八丈島魅力発信事業 Ｈ27から活用している地域資源を盛り込み、既存のパンフレットをリニューアル

35 青ヶ島村 青ヶ島魅力発信事業（青ヶ島魚類図鑑作成） 島近海に生息する魚類の調査を実施し、パンフレットやHPで島内外にPR

36 小笠原村 小笠原諸島魅力向上・発信事業 次年度の小笠原諸島返還50周年に向け小笠原諸島への旅行全般についての情報発信（PR映像作
成、イベントでの放映など）

「多摩・島しょわがまち活性化事業助成事業」
　本事業は、多摩・島しょ地域にある「まちの魅力」を通して住民の地域への愛着・誇りを高め、各市町村が計画的に実施する
まちの活性化につながる事業を支援することにより、多摩・島しょ全体の魅力を高めることを目的としています。
　助成対象は、「まちの魅力」向上事業、「まちの魅力」発信事業、「まちの魅力」活用事業です。原則として、３ヵ年で一定の成果
を見込める事業計画を立案しています。
　今回は、平成29年度に実施予定の事業について紹介します。
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実施報告
　平成29年3月11日(土)、第24回TAMAとことん討論会を開催しました。「超高齢化社会とごみ問題～他

ひ と ご と
人事ではない! 

いずれあなたも“おとしより”～」をテーマに国分寺市のＬホールを会場に行いました。開催日は、東日本大震災が発生し多
くの方々がお亡くなりになった日にあたったことから、来場者全員で黙祷を捧げることから始まりました。
　今回は、できるだけ多くの人たちの考えを引き出すことを目的に、ワールド・カフェ形式のワークショップを行いました。
このワークショップへの話題提供として、前半に愛知県津島市で“しげんカフェ”を主宰している浅井直樹さんに「おばあ
ちゃんの女子会の店　しげんカフェ～資源買取りとカフェを結んで地域の集いの場づくり～」をテーマにお話をいただいた
後、実行委員会から多摩地域の自治体を対象に行った「高齢者とごみ問題」についてのアンケート結果を報告しました。
　参加者は約90名でした。

■主催者あいさつ　
小石　惠子  （第24回ＴＡＭＡとことん討論会実行委員長）
  （NPO法人東京･多摩リサイクル市民連邦代表理事）

■来賓ごあいさつ
井澤　邦夫（国分寺市長）

■来賓ごあいさつ
谷上　裕（東京都環境局資源循環推進部長）

■話題提供1
 『おばあちゃんの女子会の店　しげんカフェ』
～資源買取りとカフェを結んで地域の集いの場づくり～
浅井　直樹
(一般社団法人しげんカフェシステムズ代表理事)

■話題提供2
 『アンケート・ヒアリング報告』
江尻　京子
(NPO法人東京・多摩リサイクル市民連邦事務局長)

■ワークショップ・全体ディスカッション
ワールド・カフェ形式で実施。
飲み物とお菓子を用意し、リラックスした雰囲気の中で
実施されました。

　●コーディネーター
　山本　耕平  （ダイナックス都市環境研究所所長) 
  （東京・多摩リサイクル市民連邦会員)

■閉会のあいさつ
村松　正夫（（公財）東京市町村自治調査会事業部長）

T A M A
と こ と ん 討 論 会第

24
回

多摩交流センターだより

【主催】
第24回TAMAとことん討論会
実行委員会

（NPO法人 東京・多摩リサイクル市民
連邦、（公財）東京市町村自治調査会）

プログラム （敬称略）

▲ワークショップの様子

▲アンケート・ヒアリング結果の報告

▲浅井直樹氏による
　話題提供

▲小石惠子実行委員長のあいさつ

多摩交流センターだより

▲ワークショップ
　のまとめ　



No. 045

10 ぐるり39
 2017.6

№・講座名・講師名 講座内容 回数・曜日・時間・定員

No．1
初めての中国水墨画
～中国最新文化事情～

劉　偉

中国水墨画の墨と水が作り出すハーモニー。この機会に楽しみながら学んでみませんか。桂林のめ
ずらしい健康茶を飲みながら民族音楽を聴き、梅蘭竹菊岩樹基本的な書き方と桂林山水漢詩の世
界の現代風の書き方を学びます。よい水墨画を見る、よい音楽を聞く、よい墨の香りをかぐ、よい仲間
と話をしながら楽しい時間を過ごします。

６ヶ月コース
毎月2回・全12回

第1・3月曜日（第1回は10/2）
※１月は日程変更あり
14:00～16:00（26名）

No．２
元気を引き出す
足もみ健康法
宗像　波子

万病は足の汚れ（老廃物）が作ると言います。第2の心臓と言われている足を揉みほぐす事で滞って
いる血流を戻し、体に眠っている元気になる力を引き出していきます。自身の治ろうとする力を信じ
て…足と向き合ってみませんか？足は体の不調を写す鏡、痛みや冷え、しこり等の症状をメッセージ
として伝えています。
（教材費：足もみ棒540円、希望者のみ：官有謀氏の本977円）

６ヶ月コース
毎月2回・全12回

第2・4月曜日（第1回は10/9）
14:00～16:00（26名）

No．３
10ヶ月で学べる

透明水彩画の魔法のツボ
髙谷　英治

透明水彩画の全般的な知識を学びます。身近にある簡単な素材の写生を通して、透明水彩画特有の
様々な描画表現の世界に近づき、自然に身に付くように、花や果物等の静物や野外スケッチ、人物表現の
初歩についても学びます。テキストも永久保存用の内容で、すぐ役に立つものを選びました。
（モチーフ・テキスト代：20回分3,000円）

10ヶ月コース
毎月2回・全20回

第1・3火曜日（第1回は10/3）
※１月は日程変更あり
10:00～12:00（26名）

No．４
伝統行事に学ぶ地域の
「人々の祈り」
須知　正度

伝統行事や祭りを旧暦、陰陽説、五行説の観点から時、場所、登場人物、道具、色、数、様相を通して、
その意義を探ります。それは季節の移り変わりとともに人々の祈りであると考えています。見えてい
るものを整理して、隠れているものを推理してみましょうか。

６ヶ月コース
毎月1回・全6回

第1火曜日（第1回は10/3）
※１月は日程変更あり
14:00～16:00（32名）

No．５
スポーツ吹矢
荒木　諭

スポーツ吹矢は20年前に日本で生れたスポーツです。６ｍ離れた円形の的にめがけて矢を放ちま
す。正しい姿勢での腹式呼吸により、全身を活性化させ自律神経の働きを良くします。思いきり息を
吹き、的に命中させた時の爽快感はストレス解消にもなります。
（初回のみ消耗品代：的､矢､マウスピース､パイプクリーナー等　1,200円）

６ヶ月コース
毎月2回・全12回

第2・4火曜日（第1回は10/10）
10:00～12:00（26名）

No．６
ジャズ音楽の手引き
戸田　慎一

ジャズに興味のある方、もっと知りたい方などを対象とします。ジャズの歴史を振り返りその時代の代
表的な演奏をＣＤで聴いていただきます。「ジャズボーカル」、「日本のジャズ」、「ジャズ喫茶」、「ジャズ
書籍」、「ＣＤの購入方法」など、全般について話します。

６ヶ月コース
毎月1回・全6回

第3火曜日（第1回は10/17）
14:00～16:00（32名）

No．７
元気になる発声＆

語り朗読「宙
そらおと

音」
原田　晴美

浅い呼吸は声にも健康にも良くありません。深い呼吸での発声は心身を元気にしていきます。仕組
みを知り簡単な方法で体を暖め、日本語の音霊や言霊を使い本来の声を出していきましょう。心身と
声を整え、多種多様な作品で語り、朗読を楽しみます。今よりもっと元気でステキな貴方になるため
に、一緒に楽しく楽習してみませんか？

10ヶ月コース
毎月2回・全20回

第2・4水曜日（第1回は10/11）
10:00～12:00（26名）

No．８
楽しい家庭菜園

～少し科学してみよう～
古谷　正

野菜を初めて作る人、上手に作れない人達にも解りやすく、丈夫な野菜を作るための畑の耕し方、
肥料の施し方、種のまき方、管理の仕方など多数の写真やイラストで学びます。座学中心ですが見学
会や実習も予定しています。農閑期にしっかり野菜栽培の基本を学び、仲間作りをしましょう。
（希望者のみ：教科書：家庭菜園だからできる無農薬栽培　1,000円）

６ヶ月コース
毎月2回・全12回

第2・4水曜日（第1回は10/11）
14:00～16:00（32名）

No．９
古事記の樹木を訪ねる

関口　晃

日本最古の歴史書、古事記にも多くの樹木が登場します。古代の人々は樹木に対し、霊性と実用性
から接していたようです。それらの樹木のほとんどを植物園や公園で見ることが出来ますが、樹名
が現在と異なるものもあります。古事記の樹木を観察し、古事記の面白さと樹木ウォッチングの楽し
さを体験してみませんか。
（現地までの交通費・入園料は各自負担）

６ヶ月コース
毎月2回・全12回

第1・3木曜日（第1回は10/5）
10:00～12:00（26名）

No．１０
足跡から学ぼう､
女性の生涯
中村　孝

英国のＥＵ離脱は大きな出来事ですが、欧州統合の初期提唱者の母親は日本人でした。彼女（クー
デンホーフ光子）は数奇な運命をたどりますが、人生まさに色々。各界（教育、医学、社会運動、芸能
他）の日本女性の足跡をたどりつつ、封建的な男社会にどのように立ち向かったかを学びます。

10ヶ月コース
毎月2回・全20回

第1・3木曜日（第1回は10/5）
※１月は日程変更あり
14:00～16:00（32名）

No．１１
おりがみパズラート

～おりがみの立体パズル～
横田　至明

折り紙を指定の素子に折り、パズルのように組んで美しい立体（アート）を作ります。素子折りから始
め、基本形、応用形へと進み、毎回2～4の課題作品に取り組みます。課題取組で、造形の原理や法
則を知り、独自の作品作りの基礎になるでしょう。紙がきちんと折れ、作る意欲のある方なら参加で
きます。

６ヶ月コース
毎月2回・全12回

第2・4木曜日（第1回は10/12）
※12月は日程変更あり
10:00～12:00（26名）

No．１２
つながる五感

アロマテラピー講座
中嶋　愛

アロマの香りである匂いは過去の記憶を呼び覚まし、感情にアプローチすることが出来ます。ココロと
カラダは表裏一体。五感を意識したエクササイズを一緒に楽しみませんか。気づかなかった自分の気
持ちを知るきっかけになるかもしれません。五感を蘇らせ、クリアな体になるアロマを是非体験してくだ
さい。（資料代、教材費、精油代：1,750円）

６ヶ月コース
毎月2回・全12回

第2・4金曜日（第1回は10/13）
10:00～12:00（26名）

　公募による講師と市民の発想・企画・運営による新しい生涯学習（楽習）のステージ『TAMA市民塾』。
ユニークで楽しさあふれる講座を用意してお待ちしています。また、8月1日（火）からは、TAMA市民塾の
講師募集を行います。詳細については、「ぐるり39」8月号に掲載する予定です。
開講期間　　【10ヶ月コース】平成29年10月～平成30年7月   　【6ヶ月コース】平成29年10月～平成30年3月
会　　場　　多摩交流センター（京王線府中駅北口徒歩3分）　　共　　催　　TAMA市民塾・（公財）東京市町村自治調査会

TAMA 市民塾 平成2９年10月開講分 塾生募集案内
【募集期間 平成29年6月1日（木）～７月15日（土）】 

多摩
30市町村

対象

多摩交流センターだより
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№・講座名・講師名 講座内容 回数・曜日・時間・定員

No．１３
はじめての

カラーコーディネート
根本　照美

私たちの周りに溢れている「色」を上手に使いこなす技術を楽しく学びます。自分の魅力を引き出し
てくれる色や、心地良い空間を実現するインテリアコーディネートなど、日常生活をよりセンス良く快
適にするためのカラーコーディネート術を発見していきます。最終的には、自分だけのカラーコラー
ジュを完成させましょう。
（カラーカード・テキスト代1,000円）

６ヶ月コース
毎月1回・全6回

第3金曜日（第1回は10/20）
10:00～12:00（26名）

No．１４
「多摩百面相」
五感で巡る多摩探訪
西村　洋一

私達の住む「多摩」の地は自然と歴史に恵まれた特別な場所です。そんな多摩をいろいろな角度か
ら眺めて体験します。歴史、産業、自然、教育、街の営みなどのテーマで多摩の地を座学で学ぶ。そ
の後、フィールドワークで現地を体験、確認します。最終的に五感を研ぎ澄ました「アルキニスト」に
なる事を目指します。
（カラーコピー代　100円/回　フィールドワークの入場料・交通費・食費は各自負担）

６ヶ月コース
毎月2回・全12回

第1・3土曜日（第1回は10/7）
10:00～12:00（26名）

No．１５
講談大学

～講談で脳トレしましょう！～
若林　鶴雲

「講談」とは、物語を覚えて語って聴かせる日本の伝統話芸で、落語より古い歴史を誇ります。「講
談」は「脳のトレーニング」に最適です。歴史の勉強にもなります。中高年には認知症予防、若い人に
は脳トレ、さあ、あなたも「講談」に挑戦してみませんか？
（張扇作成費用として500円程度	実費）

10ヶ月コース
毎月2回・全20回

第1・3土曜日（第1回は10/7）
14:00～16:00（26名）

No．１６
散文詩を書こう読もう！

奥野　正幸
（花潜　幸）

散文詩は、作文・日記などを書く普通の文体で書くことのできる「詩」のことです。ボードレール、萩
原朔太郎など多くの詩人がこうした書き方で表現した作品を残してきました。普通に文章を書く方
なら、少し詩心を加えれば誰でも書くことができます。文例を紹介し、人生に残る一品を一緒に書い
てみましょう。

６ヶ月コース
毎月１回・全６回

第２土曜日（第１回は１０/14）
１4：００～１6：００（２６名）

No．１7
ストレッチと

セルフマッサージ
武田　和美

ふくらはぎは第2の心臓と呼ばれ、下半身に集まった血液を心臓に戻すポンプとして働いています。
ふくらはぎをもむだけで血流がよくなり、体が温まって免疫力がアップします。また、顔の表情筋や体
を支えている大腰筋を鍛えて年齢に負けない筋力づくりを目指しましょう。

６ヶ月コース
毎月1回・全6回

第4土曜日（第1回は10/28）
14:00～16:00（26名）

【申込資格】  多摩地域30市町村に在住・在勤・在学の方が対象です。
（開講時に本人確認のため身分証明書をご提示いただくこともあります。） 

【申込方法】 記入例を参考に通常はがき（62円）でお申し込みください。
・ はがき１枚に１講座名を記入（２講座以上の記入は全て無効）
・ １人で２講座までです。（３講座以上の申し込みは全て無効）

【申込期間】 平成２9年６月１日（木）～平成２9年７月15日（土）＜当日消印有効＞ 
【 抽 選 】 ・ 応募者が定員を超えた場合は抽選になります。 

・ 抽選結果は、7月29日（土）に当選者のみ封書で発送します。
・ 募集締切後、定員に満たない場合は、追加募集をします。
　（15名以下の場合は、開講しないことがあります。） 

【 申 込 先 】 〒183-0056   府中市寿町1-5-1　
府中駅北第2庁舎6階　多摩交流センター内「TAMA市民塾」 

【問合せ先】 TEL 042-335-0111（月～金の9:00～16:00） 
Ｅメールアドレス tama_shimin_juku@true.ocn.ne.jp

【 受 講 料 】 全6回の講座 3,000円　全12回の講座 6,000円　全20回の講座 10,000円 
（教材費が別途必要な講座もあります。）
・ 期日までに受講料を払込みください。払込方法については当選通知の中で
　お知らせします。

払込期限　８月２1日（月）（払込期限が過ぎた場合は失効）

・ 払込まれた受講料は理由を問わず返金できません。　 
【 そ の 他 】 ・ 講座のカリキュラムや参考資料（作品写真）等は多摩交流センターで見ることができます。　

・ 保育施設、駐車場はありません。
・ ご応募いただく個人情報は、当該講座に関することのみに使用します。  

1　講座No.	

2　講座名

3　氏名（ふりがな）

4　年齢・性別

5　〒・住所

6　電話
　	自宅

　　　　　携帯

〈はがき記入例〉

6 500 3 81 
62円
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多摩交流センターだより

日　　時 平成29年7月16日（日） 14:00～16:00
場　　所　 多摩交流センター会議室
 京王線府中駅北口　府中駅北第2庁舎6階
 （府中市寿町1-5-1）

申込方法  当日会場にお越しください。
 先着５０名までとさせていただきます。
受 講 料  無料
問 合 せ  多摩交流センター内　ＴＡＭＡ市民塾　TEL 042-335-0111

【講 師】 

齊藤 経
つ ね お

生 氏多摩の奈良・平安時代の仏像第110回

TAMA市民塾・日曜講座のお知らせ
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番号 日時 講義テーマ 教授 教場

第1093回 7月6日（木）
14：00から 身近な品を使った理科・工作

鈴木　誠史　氏
（サイエンス・インストラクター、元埼玉大学教授、

元郵政省通信総合研究所勤務）

田無公民館
(西武新宿線田無駅南口　徒歩3分)	

第1094回
※

7月13日（木）
14：30から 役者が語る　能の魅力 青木　健一　氏

（シテ方観世流能楽師）
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1095回 7月20日（木）
14：00から

夫婦円満、家族円満、
人間関係円満のコツ

橋本　佐由理　氏
（筑波大学准教授）

西東京市民会館
(西武新宿線田無駅北口　徒歩8分)

第1096回 7月27日（木）
14：00から

アメリカ・地球・住んで旅して騙されて
　“定年から新しい体験を！”

小川　律昭　氏
（地球漫歩自悠人、定年生活アドバイザー、

小川地球村村長）

小川　彩子　氏
（教育学博士、エッセイスト、多文化教育者

小川地球村塾長）

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1094回は、第161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7月13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7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　役者が語る　能の魅力　　日　時　平成29年7月13日（木）　14：30から約1時間　
講　師　青木　健一　氏 （シテ方観世流能楽師、（公財）梅若研究会所属・同評議員、（公財）能楽協会会員、元東京芸術大学邦楽科能楽助手）

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

6・7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）

題　名
大正期の童話運動と中村雨紅～童謡「夕焼け小焼け」をめぐって

内　容 誰もが知っている童謡「夕焼け小焼け」、この作詞者は八王子出身の童謡詩
人・中村雨紅です。雨紅は大正 12 年にこの曲を世に発表しましたが、それ
は大正期の童謡高揚期の真っただ中でした。この時代の童謡運動には当時
の一流作家たちが参加し、中でも雨紅は詩人・野口雨情の感化を強く受け
ました。本講座では、この時代の童謡運動の本質と、その渦中に身をおい
た中村雨紅の創作活動を、「夕焼け小焼け」をめぐるエピソードを交えてた
どります。

160回

161回
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多摩交流センターだより
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多摩交流センターだより

☆ 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　６月に入りました。まもなく梅雨入りです。どんよりした曇
り空とムシムシした日が続くイメージが浮かびがちですが、一
方では恵みの雨をもたらしてくれます。

〇　６月は花の季節でもあります。代表的なものは紫陽花と花
菖蒲でしょうか。紫陽花といえば明月院（鎌倉市）、花菖蒲と
いえば堀切菖蒲園（葛飾区）が、全国的には名前が通ってい
るかもしれませんが、多摩地域にもそれぞれの花の名所は少
なくありません。

〇　以前、高幡不動尊（日野市）と北山公園（東村山市）に写
真撮影に出かけました。６月には、それぞれ「あじさいまつ
り」、「東村山菖蒲まつり」が行われます。

〇　高幡不動尊の紫陽花は種類がとても多い上、山の木の下に
も咲いていて、直射日光の影響が少なく明暗差があまり出な
いので、落ち着いた感じに撮ることができます。一方、北山公
園では、遊歩道のすぐそばに花が咲いていて、様々なアング
ルから好みの構図を決めることができます。

〇　写真といえば、当調査会では、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」の一環として

「みどり東京フォトコンテスト」を実施しています。本誌３ペー
ジにはフォトコンテストの応募要領が記載されています。

　　写真を撮影し、また、鑑賞することで、東京のみどりや自然
の美しさを再発見し、再認識する。そういう意識を持った人々
が増えていくことで、名所や隠れた魅力を持ったスポットが維
持・存続されていく、そんな効果が期待できます。多くの方々
の応募をお待ちしています。

〇　梅雨の時期は、つい外に出るのが億劫になりがちですが、
雨に濡れた紫陽花や花菖蒲は晴れた日とは違った何とも言え
ぬ趣があります。そういった楽しみ方もありますので、季節の
花の咲く場所に足を運んでみてはいかがでしょうか。

〇　来月は７月です。７月２日には東京都議会議員選挙（都議
選）が行われます。新しい地域政党や立候補者に注目が集
まっていますが、しかし、忘れてはならないことは、地方自治
の主役はそこに暮らす住民の方々だということです。

　　一人ひとりの大切な一票が、今後の東京の姿や都民生活の
方向性を決めることになります。

（Ｓ.Ｋ）

編 集 後 記

日　時 平成29年6月18日（日）　13：15開場／14：00開演
場　所 東村山市中央公民館ホール　西武新宿線東村山駅東口　徒歩2分
内　容   演奏予定曲　アルセナール／ザ・ドリフターズ・メドレー／キセキ他
  出演者もお客様も笑顔いっぱいの演奏会です。 お客様が演奏に参加する？！楽しい演出も考

えていますので、ぜひ聴きにいらしてください。 お子様も大歓迎です。
 　　 ～ウェルカム演奏があります～
  開場後ホール前のロビーにてウェルカム演奏を行います。 演奏者の表情や息遣いを感じながら、目

の前での演奏をお楽しみください。
入場料 無料　　主　催　ドリームウェストウィンドオーケストラ
問合せ HP http://dream-west.webnode.jp/　　TEL 090-5408-4067（川崎）

内　容   7月・9月・11月の3回、多摩北部地域の自然の中で子どもの発想を活かした遊
び「森をあそぶ」を行い、自分たちの住んでいる多摩地域の再発見と交流をしま
す。その後、その仲間と一緒に児童文学作品「森は生きている」（オペラシアター
こんにゃく座）による音楽ワークショップと、舞台の鑑賞を体験しながら、自己
表現や交流の場を持ちます。これらの文化芸術活動を通して、人がつながり、地
域がつながり、そして豊かな文化環境が育まれていくことを目指した活動です。

＜鑑賞・交流＞舞台鑑賞「森は生きている」（オペラシアターこんにゃく座）
　日　時　平成29年12月23日（土・祝）　14:00開演（予定）
　場　所　ルネこだいら　大ホール　西武新宿線小平駅南口　徒歩3分　　参加費　子ども2,000円・大人3,000円
＜知る＞「森をあそぶ」　7・9・11月に清瀬・東村山・小平で予定　＜体感＞音楽ワークショップ　10月に開催（参加費500円）
主　催　多摩北部こども文化実行委員会
問合せ メール hmy.kogeki@jcom.home.ne.jp　　TEL 080-9290-2611（徳原）

広域的市民ネットワーク活動助成事業紹介
ドリームウェストウィンドオーケストラ 第8回演奏会 ～キセキ～

文化芸術を通じた子どもの地域再発見
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羽村市といえば、表紙の動物公園を連想するかもしれないけど、
今回はわたげのボクが春から夏にかけた「根がらみ前水田周辺」を紹介するよ。

“ココ”
ご存じ
ですか?羽村市第33回 

とっておきスポット 

［ 現地案内 ］
《根がらみ前水田周辺》
羽村市羽中四丁目１４付近　
JR青梅線「羽村」駅西口から徒歩約20分

		

　羽村市では、羽村蛍研究会と一緒に、市内にあるいこいの
里近くのホタル養殖地で、ほとんど見られなくなっていたホタ
ルを復活させようと頑張っているんだ。
　また、ホタルの飛び交う姿が見られる毎年6月下旬に、羽村
蛍研究会の協力で行っている観察会には、たくさんの人が参
加してくれるんだ。ホタルの幻想的な光を見ることができる
よ。みなさんもぜひ、ふわっと行ってみて！

　羽村堰から多摩川沿いを上流に５分くらい歩くと、市内にひとつ
しかない水田「根がらみ前水田」があるんだ。
　７月には水田の中ですくすくと稲が育ち、青い空が水田に反射し
てとてもきれいなんだ。８月には、水田の一角に大賀ハスが咲くん
だよ。大賀ハスの茎でお酒やジュースが飲める「観蓮会」も行われ
るんだ。
　お米を作っていない４月には、関東最大級のチューリップ畑に姿
を変えて、一面に広がったチューリップの美しさを楽しむことができ
るよ。

［ 情報・写真提供 ］ 
羽村市企画総務部広報広聴課
TEL	042-555-1111（内線337）

観蓮会・チューリップ畑

ホタル観察会

ホタル養殖地

根がらみ前水田

↑羽村市動物公園へ1.5km

7月の風景

4月の風景

8月に咲く大賀ハス

6月下旬　ホタル


