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東京市町村自治調査会

～自治調査会だより～

【写真提供】青梅市　【撮影場所】吹上しょうぶ公園

　・ＴＡＭＡ市民塾平成 30 年 10 月開講分塾生募集案内
　・ＴＡＭＡ市民塾・日曜講座のお知らせ
　・ちょっと一息「とっておきのお土産【番外編】」
　・広域的市民ネットワーク活動助成事業紹介
　　フォーラム　『多摩の歴史と未来―まちの魅力をさぐる―』
　　文化芸術を通じた子どもの地域再発見▲

 編集後記▲

 とっておきフォトスポット～青梅市～

▲

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
　　市町村助成事業紹介
　　　清瀬市　　　2017 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▲

平成 30 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 25 回 TAMA とことん討論会実施報告
 ・多摩発・遠隔生涯学習講座 6・7 月開催予定の講座案内
 ・東京雑学大学 7 月講義案内
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No. 057

 

　人口減少・少子高齢化の進行と、外国人住民及び外
国人観光客の増加に伴い、多摩・島しょ地域自治体に
おいても外国人を支援の受け手だけとしてでなく、地
域の担い手として捉えることが必要となります。
　シンポジウムでは、「経済」と「防災」の分野での
先進的な取組を紹介することで、市町村職員や住民に
とって、基礎自治体による戦略的な多文化共生の取組
方策を考える契機となることを目指します。

基調講演
　● 齢高子少・少減口人～望展の後今と性要必の策施生共化文多な的略戦るよに体治自域地ょし島・摩多 「

化社会を見据えて～」
調査研究結果発表
　● 「多文化共生に向けた地域における国際交流に関する調査研究結果」
パネルディスカッション
　●第１部 経済分野「外国人材の活躍による地域の活性化に向けて」
　　福岡市における就職支援等を通じた留学生の地域への定着促進に関する取組
　　外国人に対する居住支援の現状や空き店舗対策×外国人の取組

　●第２部 防災分野「外国人との共生による安全・安心な地域づくりに向けて」
　　草津市における外国人留学生等による機能別消防団の取組
　　外国人の防災意識とイスラーム教施設での防災に関する現状

日 時
平成30年7月23日（月）13:30～16:45

会 場
府中市市民活動センタープラッツ 
バルトホール
（東京都府中市宮町1-100 ル・シーニュ５階）

※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）
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人口減少・少子高齢化社会を見据えた
多摩・島しょ地域自治体における地域戦略としての多文化共生

～経済分野と防災分野の取組から～
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かれん

シーナ

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 2017きよせの環境・川まつり

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して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。

　東久留米市では環境月間の6月に「きてみてアクション」をテーマに「東久留米
市環境フェスティバル」を開催しています。今年は6月9日（土）、10日（日）の開催と
なります。フェスティバルでは、市内の環境団体のパネル展示・環境ポスター表彰
式、参加型イベントとして竹細工・木の実人形・ヒンメリ・空飛ぶ鳥の折り紙・のこ
ぎり体験・革小物作り体験などがあります。市内の生きもの展示や顕微鏡カメラ
を使用したミクロの世界の観察、カブトムシの飼育講座等を開催します。
　また、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。苗木の配布も行いますので、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することで、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として「きよせの環境・川まつり」を毎年７
月に開催しています。
　昨年は、7月22日（土）柳瀬川河川区域及び台田運動公園で、環境保全に関す
るパネル展示、自然観察会、工作体験、清瀬の特産品の販売などを実施しまし
た。会場では、各出展団体がスタンプラリーを行い、約7,500人の来場者で大い
に盛り上がりました。
　また、川のイベントでは、川遊びを通じて自然を体験しながら、環境保全について学びました。

【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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　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

活動事業助成事業」及び「多摩・島しょスポーツ習慣定着促進事業助成事業」を実施します。

平成30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30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 ４市連携環境負荷低減推進協議会 環境マネジメントシステム共通化の検討 昭島市、調布市、日野市、府中市

2 町田市・多摩市防災連携事業作業部会 避難施設別避難者推計事業 町田市、多摩市

3
南武線沿線自治体シティプロモーション推
進協議会

南武線沿線自治体シティプロモーション推進事業 立川市、国立市、府中市、稲城市、川崎市

4
清瀬市・狛江市市民・民間企業等参加型地
域課題解決協働事業実行委員会

市民・民間企業等参加型地域課題解決協働事業 清瀬市、狛江市

5
国分寺市・狛江市による東京2020大会及
びラグビーワールドカップ2019共同プロ
ジェクト協議会

国分寺市・狛江市による東京2020大会及びラグ
ビーワールドカップ2019共同プロジェクト

国分寺市、狛江市

6 昭島福生恋のツバサ協議会 昭島福生　地域が潤う縁結び事業 昭島市、福生市

7
宿泊事業法の施行に伴う課題調査に係る
広域連携検討会

住宅宿泊事業法に基づく民泊事業実施における課
題研究 

小金井市、西東京市

8 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、瑞穂町、埼玉県所沢市、埼
玉県入間市

9
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

10 多摩地域自治体クラウド協議会 立川市・日野市・三鷹市自治体クラウド事業 立川市、三鷹市、日野市

11 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

12
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

13 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

14 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2018 府中市、調布市、三鷹市

15 自治体間ベンチマーキング研究会 自治体間ベンチマーキング 町田市、八王子市、江戸川区、神奈川県藤沢市

16 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

17
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企業誘致活動事業 青梅市、羽村市、瑞穂町

18 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 青梅市、あきる野市、東村山市、福生市

19 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

20
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、
山梨県丹波山村
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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 西多摩地区伝統・文化等体験事業委員会 郷土に根ざす伝統・文化等理解事業 青梅市、瑞穂町

2
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

3 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、特定非営利活動法人八丈
島産業育成会

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30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、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」　キッズスポーツ
チャレンジfor2020

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 空飛ぶたまろく調査団
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、東久留米市、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「宇宙をもっと身近に」 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2018 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

21 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
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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

活動事業助成事業」及び「多摩・島しょスポーツ習慣定着促進事業助成事業」を実施します。

平成30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30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 ４市連携環境負荷低減推進協議会 環境マネジメントシステム共通化の検討 昭島市、調布市、日野市、府中市

2 町田市・多摩市防災連携事業作業部会 避難施設別避難者推計事業 町田市、多摩市

3
南武線沿線自治体シティプロモーション推
進協議会

南武線沿線自治体シティプロモーション推進事業 立川市、国立市、府中市、稲城市、川崎市

4
清瀬市・狛江市市民・民間企業等参加型地
域課題解決協働事業実行委員会

市民・民間企業等参加型地域課題解決協働事業 清瀬市、狛江市

5
国分寺市・狛江市による東京2020大会及
びラグビーワールドカップ2019共同プロ
ジェクト協議会

国分寺市・狛江市による東京2020大会及びラグ
ビーワールドカップ2019共同プロジェクト

国分寺市、狛江市

6 昭島福生恋のツバサ協議会 昭島福生　地域が潤う縁結び事業 昭島市、福生市

7
宿泊事業法の施行に伴う課題調査に係る
広域連携検討会

住宅宿泊事業法に基づく民泊事業実施における課
題研究 

小金井市、西東京市

8 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、瑞穂町、埼玉県所沢市、埼
玉県入間市

9
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

10 多摩地域自治体クラウド協議会 立川市・日野市・三鷹市自治体クラウド事業 立川市、三鷹市、日野市

11 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

12
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

13 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

14 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2018 府中市、調布市、三鷹市

15 自治体間ベンチマーキング研究会 自治体間ベンチマーキング 町田市、八王子市、江戸川区、神奈川県藤沢市

16 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

17
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企業誘致活動事業 青梅市、羽村市、瑞穂町

18 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 青梅市、あきる野市、東村山市、福生市

19 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

20
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、
山梨県丹波山村
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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 西多摩地区伝統・文化等体験事業委員会 郷土に根ざす伝統・文化等理解事業 青梅市、瑞穂町

2
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

3 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、特定非営利活動法人八丈
島産業育成会

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30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、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」　キッズスポーツ
チャレンジfor2020

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 空飛ぶたまろく調査団
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、東久留米市、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「宇宙をもっと身近に」 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2018 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

21 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
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事業一覧（観光振興連携活動）

No 連携組織の名称 事業名 構成自治体等

1
武蔵野・三鷹・小金井
魅力向上プロジェクト

3市交流連携及び地域資源魅力向上事業

武蔵野市、三鷹市、小金井市、（一社）武
蔵野市観光機構、（特非）みたか都市観光
協会、（一社）小金井市観光まちおこし協
会

2 南多摩3市観光連携プロジェクト
多摩丘陵と南多摩3市の魅力を楽しもう
(Woderful!!　Tama-South)

町田市、多摩市、稲城市

3 京王線沿線観光連絡会議 京王線沿線４市　観光振興創出事業
府中市、日野市、多摩市、稲城市、府中観
光協会、日野観光協会、せいせき観光まち
づくり会議、京王電鉄株式会社

4 ひのたま観光連携協議会
コンテンツツーリズムを活用した「ひのたま観光連
携事業」

日野市、多摩市

5 青梅線エリア女子旅推進委員会 女子旅推進プロジェクト 立川市、昭島市、福生市、羽村市、青梅市

6 TGＲラリーチャレンジ協議会
TOYOTA　GAZOO　Ｒａｃｉｎｇ　ラリーチャレン
ジ実施事業

日の出町、福生市、ネッツトヨタ多摩

7
フィルムコミッション事業を核とした地域
の魅力向上・発信プロジェクト実行委員会

フィルムコミッション事業を核とした地域の魅力向
上・発信プロジェクト

調布市、日の出町、狛江市

8 秋川渓谷観光経済統計事業連絡会 秋川渓谷観光経済統計事業
あきる野市、檜原村、あきる野商工会、
あきる野市観光協会、檜原村観光協会、
秋川渓谷旅館組合

9
清瀬市・武蔵村山市ひまわりストーリー
実行委員会

ひまわり畑をテーマにした交流・魅力発信に資する
清瀬市、武蔵村山市

10
「高尾山・リニア」広域観光拠点地区
連絡会

広域観光拠点地区の観光プロモーションの実施
八王子市、あきる野市、
神奈川県相模原市、
山梨県大月市、山梨県都留市

No. 057

7ぐるり39
 2018.6

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31年１月
障害者スポーツ振興事業 ５月～平成31年１月
ラジオ体操・みんなの体操教室 ５月～平成31年１月

3 武蔵野市
ニュースポーツ出張事業～自立促進編～ ４月～平成31年３月
絶対に効果が出るストレッチ体操　（仮称） ４月～平成31年３月
障害者がスポーツを楽しめる機会の充実　～新たな仕組みづくり～ ４月～平成31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31年２月
バレーボールの競技力向上事業 ５月～10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 未定
ラジオ体操　in 青梅 ４月～８月
スポーツ×地域の魅力　カヌー体験プログラム ５月～11月

6 昭島市 子供の元気アップ事業 ４月～平成31年３月

7 調布市 パラスポーツ体験事業 未定
小学生タグラグビー大会 10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31年１月
「出前！フットサルクリニック」実施事業 ４月～平成31年１月

9 小金井市 アシスタントティーチャー事業 未定
ストレッチ体操普及啓発事業 未定

10 小平市 FC東京によるサッカーレベルアップ講習会 12月～平成31年２月
タイムリー講座「(仮称）みんなが楽しめるボッチャでユニバーサルデザインの地域づくりへ」 ６月～平成31年３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31年３月
ロープジャンプで体力アップ ４月～平成31年３月

12 国分寺市 祝 第35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 ５月～平成31年２月
14 狛江市 スキルアップタグラグビー教室（仮） ６月以降

15 東大和市 東大和市子供の体力向上推進事業 ４月～平成31年３月
東大和元気ゆうゆう体操普及推進事業 ４月～平成31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 ６月～平成31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31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31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31年３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) ～平成31年１月
スポーツをしよう！小・中学生「走り方教室」(競技力向上編) ～平成31年１月
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) ～平成31年１月
はじめようスポーツ！障害者スポーツのススメ ～平成31年１月
はじめようスポーツ！歩くことからはじめよう ～平成31年１月

20 あきる野市 小中学生バレーボール教室 11月頃
障がい者スポーツ教室 ４月～平成31年２月

21 西東京市 走って、投げて、蹴って！ ７月～８月

22 日の出町 ふれあいスポーツ教室『ポールウォーキングをやってみよう』 12月
パラリンピック種目を体験しよう「ボッチャ教室」 10月

23 檜原村 檜原村スポーツ教室 ６月～７月
24 利島村 ジュニアサッカー育成事業 ４月～平成31年１月
25 新島村 新島村野球教室 10月～11月

26 神津島村
神津島村ジュニアバレー教室 11月～12月
神津島村野球教室 ７月～10月
ノルディックポールを使用したウォーキング啓発事業 ５月～６月、11月～12月

27 御蔵島村 御蔵島村子どもスポーツ教室 ６月～平成31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31年３月

28 八丈町

卓球連盟ジュニア育成交流合宿 未定
八丈島サッカー協会サッカークリニック ４月～平成31年３月
八丈島剣道会育成事業 ４月～７月
八丈島柔道会選手育成事業 10月～平成31年３月
八丈島ジュニアバレーボール教室 ７月～11月
野球連盟野球教室 10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

町市、操体オジラ、グンキーォウ（業事るす資に着定の慣習動運「、」業事るす資に進促解理び及興振のツーポスーュニ、ツーポ
村が独自に推奨する体操から選択）」です。
　今回は、平成30年度に実施予定の事業について紹介します。
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事業一覧（観光振興連携活動）

No 連携組織の名称 事業名 構成自治体等

1
武蔵野・三鷹・小金井
魅力向上プロジェクト

3市交流連携及び地域資源魅力向上事業

武蔵野市、三鷹市、小金井市、（一社）武
蔵野市観光機構、（特非）みたか都市観光
協会、（一社）小金井市観光まちおこし協
会

2 南多摩3市観光連携プロジェクト
多摩丘陵と南多摩3市の魅力を楽しもう
(Woderful!!　Tama-South)

町田市、多摩市、稲城市

3 京王線沿線観光連絡会議 京王線沿線４市　観光振興創出事業
府中市、日野市、多摩市、稲城市、府中観
光協会、日野観光協会、せいせき観光まち
づくり会議、京王電鉄株式会社

4 ひのたま観光連携協議会
コンテンツツーリズムを活用した「ひのたま観光連
携事業」

日野市、多摩市

5 青梅線エリア女子旅推進委員会 女子旅推進プロジェクト 立川市、昭島市、福生市、羽村市、青梅市

6 TGＲラリーチャレンジ協議会
TOYOTA　GAZOO　Ｒａｃｉｎｇ　ラリーチャレン
ジ実施事業

日の出町、福生市、ネッツトヨタ多摩

7
フィルムコミッション事業を核とした地域
の魅力向上・発信プロジェクト実行委員会

フィルムコミッション事業を核とした地域の魅力向
上・発信プロジェクト

調布市、日の出町、狛江市

8 秋川渓谷観光経済統計事業連絡会 秋川渓谷観光経済統計事業
あきる野市、檜原村、あきる野商工会、
あきる野市観光協会、檜原村観光協会、
秋川渓谷旅館組合

9
清瀬市・武蔵村山市ひまわりストーリー
実行委員会

ひまわり畑をテーマにした交流・魅力発信に資する
清瀬市、武蔵村山市

10
「高尾山・リニア」広域観光拠点地区
連絡会

広域観光拠点地区の観光プロモーションの実施
八王子市、あきる野市、
神奈川県相模原市、
山梨県大月市、山梨県都留市
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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31年１月
障害者スポーツ振興事業 ５月～平成31年１月
ラジオ体操・みんなの体操教室 ５月～平成31年１月

3 武蔵野市
ニュースポーツ出張事業～自立促進編～ ４月～平成31年３月
絶対に効果が出るストレッチ体操　（仮称） ４月～平成31年３月
障害者がスポーツを楽しめる機会の充実　～新たな仕組みづくり～ ４月～平成31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31年２月
バレーボールの競技力向上事業 ５月～10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 未定
ラジオ体操　in 青梅 ４月～８月
スポーツ×地域の魅力　カヌー体験プログラム ５月～11月

6 昭島市 子供の元気アップ事業 ４月～平成31年３月

7 調布市 パラスポーツ体験事業 未定
小学生タグラグビー大会 10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31年１月
「出前！フットサルクリニック」実施事業 ４月～平成31年１月

9 小金井市 アシスタントティーチャー事業 未定
ストレッチ体操普及啓発事業 未定

10 小平市 FC東京によるサッカーレベルアップ講習会 12月～平成31年２月
タイムリー講座「(仮称）みんなが楽しめるボッチャでユニバーサルデザインの地域づくりへ」 ６月～平成31年３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31年３月
ロープジャンプで体力アップ ４月～平成31年３月

12 国分寺市 祝 第35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 ５月～平成31年２月
14 狛江市 スキルアップタグラグビー教室（仮） ６月以降

15 東大和市 東大和市子供の体力向上推進事業 ４月～平成31年３月
東大和元気ゆうゆう体操普及推進事業 ４月～平成31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 ６月～平成31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31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31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31年３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) ～平成31年１月
スポーツをしよう！小・中学生「走り方教室」(競技力向上編) ～平成31年１月
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) ～平成31年１月
はじめようスポーツ！障害者スポーツのススメ ～平成31年１月
はじめようスポーツ！歩くことからはじめよう ～平成31年１月

20 あきる野市 小中学生バレーボール教室 11月頃
障がい者スポーツ教室 ４月～平成31年２月

21 西東京市 走って、投げて、蹴って！ ７月～８月

22 日の出町 ふれあいスポーツ教室『ポールウォーキングをやってみよう』 12月
パラリンピック種目を体験しよう「ボッチャ教室」 10月

23 檜原村 檜原村スポーツ教室 ６月～７月
24 利島村 ジュニアサッカー育成事業 ４月～平成31年１月
25 新島村 新島村野球教室 10月～11月

26 神津島村
神津島村ジュニアバレー教室 11月～12月
神津島村野球教室 ７月～10月
ノルディックポールを使用したウォーキング啓発事業 ５月～６月、11月～12月

27 御蔵島村 御蔵島村子どもスポーツ教室 ６月～平成31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31年３月

28 八丈町

卓球連盟ジュニア育成交流合宿 未定
八丈島サッカー協会サッカークリニック ４月～平成31年３月
八丈島剣道会育成事業 ４月～７月
八丈島柔道会選手育成事業 10月～平成31年３月
八丈島ジュニアバレーボール教室 ７月～11月
野球連盟野球教室 10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

町市、操体オジラ、グンキーォウ（業事るす資に着定の慣習動運「、」業事るす資に進促解理び及興振のツーポスーュニ、ツーポ
村が独自に推奨する体操から選択）」です。
　今回は、平成30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30年3月17日(土)、聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター6階のアウラホールにて、『もっと楽しく　もっと身近に　
わがまちの「3R施設」』をテーマに第25回TAMAとことん討論会を開催しました。
　前半は、基調講演、事例報告等を行い、後半はできるだけ多くの人たちが発言できる場をつくる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。
　なお、「3R施設」とは、自治体が設置している「ごみ減量啓発施設」の他に、清掃工場や資源化施設など、市民が見学
できる施設等を含めた総称で、実行委員会が定めた呼称です。今回は、事前調査として多摩地域内の「3R施設」につい
て調査し、「多摩地域3R施設事例集」として冊子にまとめ、討論会資料の一つとして配布しました。
　参加者は約90名でした。

■主催者あいさつ　
小石　惠子 ）長員委行実会論討んとことＡＭＡＴ回52第（ 
 ）事理表代邦連民市ルクイサリ摩多･京東人法動活利営非定特（ 

■来賓ごあいさつ
阿部　裕行（多摩市長）

■来賓ごあいさつ
谷上　裕（東京都環境局資源循環推進部長）

■基調講演
』ていつに向傾的国全の設施習学境環『 

花嶋　温子
(大阪産業大学講師　環境学習施設を考える会副代表)

■事例報告
①美住リサイクルショップ“夢ハウス”(東村山市)
②北野余熱利用センター“あったかホール”(八王子市)

■調査報告
』告報グンリアヒ・トーケンア象対村町市域地摩多『 

江尻　京子(東京・多摩リサイクル市民連邦事務局長)
■ワークショップ・まとめ

　　ワークショップは、ワールド・カフェ形式で実施し、
　 お茶を飲みながら、リラックスした雰囲気で行いま

した。飲み物のカップは多摩市からリユースカップ
　 をレンタルし、ごみ減量に努めました。

　　 
　最後に、参加者代表に登壇していただき、パネル
形式でまとめを行いました。

　●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
木幡　収治（公益財団法人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

25
回

多摩交流センターだより

【主催】
第25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
）会査調治自村町市京東）財公（、邦連

プログラム （敬称略）

▲討論会のまとめ

▲事例報告②

▲事例報告①

▲花嶋温子氏による基調講演

▲ワークショップの様子
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番号 日時 講義テーマ 教授 教場

第1139回 7月5日（木）
14：00から

常住の楽しさと課題－コミュニティ
マネージメントの視点から

毛塚　宏　氏
（NPO法人匠 リニューアル技術支援協会代表理事）

柳沢公民館
(西武新宿線西武柳沢駅南口　徒歩1分)

第1140回
※

7月12日（木）
14：30から 体験の大切さを実物で学ぼう

高原　北雄 氏
（NPO法人全国生涯学習ネットワーク会長

元名古屋大学教授、元航空宇宙技術研究所部長）

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1141回 7月19日（木）
14：00から

知らなきゃ怖い１０の真実～100歳
までハッピーに過ごすために

山崎　宏　氏
（NPO法人二十四の瞳理事長、社会福祉士、

医療経営コンサルタント）

柳沢公民館
(西武新宿線西武柳沢駅南口　徒歩1分)

第1142回

7月22日（日）

講演Ⅰ・講演Ⅱ
13：30から15：40

対談
15：50から16：40

フォーラム「多摩の歴史と未来～ま
ちの魅力を探る」

講演Ⅰ  「天平のロマンと現代のまち
づくり」

講演Ⅱ  「近世の武蔵野－江戸と結び
つき発展する地域」

出演者
講演Ⅰ　星野　信夫　氏

(国分寺市観光協会会長、前国分寺市長）

講演Ⅱ　中野　達哉　氏
(駒沢大学教授）

西東京市民会館
(西武新宿線田無駅北口　徒歩8分)

星野 氏 と中野 氏による対談「多摩の未来を語る」
コーディネーター　五十嵐　京子 氏(小金井雑学大学理事）

☆申込みは必要ありません。直接会場へお越しください。
※第1140回は、第173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。
※第1142回については、詳しくは13ページをご覧下さい。
訂正：本紙5月号（No.56）の5ページでご案内した「東京雑学大学」の講義が変更になりました。
　　　(変更）6月7日（木）（第1136回） 講義テーマ「超高齢化社会における老後対策・相続対策」
 教授　　原　孝雄　氏（ファイナンシャルプランナー、行政書士）
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12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30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　体験の大切さを実物で学ぼう　　日　時　平成30年7月12日（木）　14：30から約1時間　
講　師　高原　北雄 氏（NPO法人全国生涯学習ネットワーク会長、元名古屋大学教授、元航空宇宙技術研究所部長）

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30年6月14日（木）　14：30から約1時間
講　師 吉田　豊　氏（古文書インストラクター）

題　名

赤穂事件（忠臣蔵）に見る人間模様

内　容 元禄赤穂事件は、芝居「忠臣蔵」を通じ約 320 年後の今日も国民に親し
まれています。それは、発生から武士切腹までの 2 年間に認められる多
くのドラマが私たちを感動させるからです。今回はそれらのうち、目付・
多門伝八郎と荒木十左衛門、小野寺十内　その他の事例を紹介いたします。

173回
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実施報告
　平成30年3月17日(土)、聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター6階のアウラホールにて、『もっと楽しく　もっと身近に　
わがまちの「3R施設」』をテーマに第25回TAMAとことん討論会を開催しました。
　前半は、基調講演、事例報告等を行い、後半はできるだけ多くの人たちが発言できる場をつくる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。
　なお、「3R施設」とは、自治体が設置している「ごみ減量啓発施設」の他に、清掃工場や資源化施設など、市民が見学
できる施設等を含めた総称で、実行委員会が定めた呼称です。今回は、事前調査として多摩地域内の「3R施設」につい
て調査し、「多摩地域3R施設事例集」として冊子にまとめ、討論会資料の一つとして配布しました。
　参加者は約90名でした。

■主催者あいさつ　
小石　惠子 ）長員委行実会論討んとことＡＭＡＴ回52第（ 
 ）事理表代邦連民市ルクイサリ摩多･京東人法動活利営非定特（ 

■来賓ごあいさつ
阿部　裕行（多摩市長）

■来賓ごあいさつ
谷上　裕（東京都環境局資源循環推進部長）

■基調講演
』ていつに向傾的国全の設施習学境環『 

花嶋　温子
(大阪産業大学講師　環境学習施設を考える会副代表)

■事例報告
①美住リサイクルショップ“夢ハウス”(東村山市)
②北野余熱利用センター“あったかホール”(八王子市)

■調査報告
』告報グンリアヒ・トーケンア象対村町市域地摩多『 

江尻　京子(東京・多摩リサイクル市民連邦事務局長)
■ワークショップ・まとめ

　　ワークショップは、ワールド・カフェ形式で実施し、
　 お茶を飲みながら、リラックスした雰囲気で行いま

した。飲み物のカップは多摩市からリユースカップ
　 をレンタルし、ごみ減量に努めました。

　　 
　最後に、参加者代表に登壇していただき、パネル
形式でまとめを行いました。

　●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
木幡　収治（公益財団法人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

25
回

多摩交流センターだより

【主催】
第25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
）会査調治自村町市京東）財公（、邦連

プログラム （敬称略）

▲討論会のまとめ

▲事例報告②

▲事例報告①

▲花嶋温子氏による基調講演

▲ワークショップの様子
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番号 日時 講義テーマ 教授 教場

第1139回 7月5日（木）
14：00から

常住の楽しさと課題－コミュニティ
マネージメントの視点から

毛塚　宏　氏
（NPO法人匠 リニューアル技術支援協会代表理事）

柳沢公民館
(西武新宿線西武柳沢駅南口　徒歩1分)

第1140回
※

7月12日（木）
14：30から 体験の大切さを実物で学ぼう

高原　北雄 氏
（NPO法人全国生涯学習ネットワーク会長

元名古屋大学教授、元航空宇宙技術研究所部長）

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1141回 7月19日（木）
14：00から

知らなきゃ怖い１０の真実～100歳
までハッピーに過ごすために

山崎　宏　氏
（NPO法人二十四の瞳理事長、社会福祉士、

医療経営コンサルタント）

柳沢公民館
(西武新宿線西武柳沢駅南口　徒歩1分)

第1142回

7月22日（日）

講演Ⅰ・講演Ⅱ
13：30から15：40

対談
15：50から16：40

フォーラム「多摩の歴史と未来～ま
ちの魅力を探る」

講演Ⅰ  「天平のロマンと現代のまち
づくり」

講演Ⅱ  「近世の武蔵野－江戸と結び
つき発展する地域」

出演者
講演Ⅰ　星野　信夫　氏

(国分寺市観光協会会長、前国分寺市長）

講演Ⅱ　中野　達哉　氏
(駒沢大学教授）

西東京市民会館
(西武新宿線田無駅北口　徒歩8分)

星野 氏 と中野 氏による対談「多摩の未来を語る」
コーディネーター　五十嵐　京子 氏(小金井雑学大学理事）

☆申込みは必要ありません。直接会場へお越しください。
※第1140回は、第173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。
※第1142回については、詳しくは13ページをご覧下さい。
訂正：本紙5月号（No.56）の5ページでご案内した「東京雑学大学」の講義が変更になりました。
　　　(変更）6月7日（木）（第1136回） 講義テーマ「超高齢化社会における老後対策・相続対策」
 教授　　原　孝雄　氏（ファイナンシャルプランナー、行政書士）
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12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30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　体験の大切さを実物で学ぼう　　日　時　平成30年7月12日（木）　14：30から約1時間　
講　師　高原　北雄 氏（NPO法人全国生涯学習ネットワーク会長、元名古屋大学教授、元航空宇宙技術研究所部長）

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30年6月14日（木）　14：30から約1時間
講　師 吉田　豊　氏（古文書インストラクター）

題　名

赤穂事件（忠臣蔵）に見る人間模様

内　容 元禄赤穂事件は、芝居「忠臣蔵」を通じ約 320 年後の今日も国民に親し
まれています。それは、発生から武士切腹までの 2 年間に認められる多
くのドラマが私たちを感動させるからです。今回はそれらのうち、目付・
多門伝八郎と荒木十左衛門、小野寺十内　その他の事例を紹介いたします。

173回
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№・講座名・講師名 講座内容 回数・曜日・時間・定員

No．1
アメリカに渡った
日本の仏像を訪ねて
齊藤　經生

　ボストン美術館やメトロポリタン美術館所蔵の日本美術は有名ですが、この外にもアメ
リカの大都市にある美術館には多くの日本・東洋の古美術品が収蔵・保存され、その一部
は常時展示されています。各都市の街の風景とともに日本の仏像彫刻を中心に、中国や
インドの仏像を交え、スライド映写で多くを紹介します。

６ヶ月コース

毎月2回・全12回
第1・3月曜日（第1回は10/1）
14:00～16:00（32名）

No．２
楽しく歩きませんか。
　歩く事は生きる事

村田　淳郎

　ウォーキングは、歩き続けてはじめて効果が実感できる生涯スポーツです。歩き続ける
ためには楽しくなければなりません。そのための心構え、準備、用具、歩き方、情報等々。
高齢化社会を迎えた今、生涯スポーツとしてウォーキングの重要性が再認識されています。
歩く事は生きる事、その大切さを実体験してみましょう。
（現地までの交通費は各自負担）（初回は座学）

６ヶ月コース

毎月1回・全6回
第2月曜日（第1回は10/8）
10:00～12:00（26名）

No．３
ファッションとテキスタイル

～布地から知る
シルクロード～
宮本　享子

　東洋と西洋の布に対する美しい表現へのあくなき追求について探る旅に出ましょう。シルク
ロードのオアシス都市で交差した、様々な文化、技術が相互に影響し合い、素晴らしい品々が
残されています。実際に資料収集した衣装を手にしたり、映像を見ながら布地の歴史と魅力を
お伝えします。

６ヶ月コース

毎月1回・全6回
第1火曜日（第1回は10/2）
※１月は日程変更あり
10:00～12:00（32名）

No．４
楽しく学ぶ！

自分磨きの美色講座
八木　智美

　生活を取り巻く色の基礎知識を学びながら、自分自身に焦点を当てて似合う色を学び
ます。理論的に、かつカラー診断などの実践も交じえた楽しいカラーや、色彩学に基づく
メイクの色、自分の体を美しく引き立てるラインも学びます。外見を美しく整える事で内
面の自信と心の満足感をお届けします。
（テキスト代　2,000円）

６ヶ月コース

毎月1回・全6回
第2火曜日（第1回は10/9）
14:00～16:00（32名）

No．５
落語への招待
佐藤　達也

　今「第？次落語ブーム」と言われていますが、本物でしょうか？高座の裏側を知ると又、
別の世界が見えてきます。落語家の身分制度、寄席等の落語界の現状。そして落語の歴
史、噺の内容、背景、登場人物の舞台、場所（吉原等）、江戸と上方落語、古典と新作。過
去の名人達のCD、映像も鑑賞します。

６ヶ月コース

毎月1回・全6回
第3火曜日（第1回は10/16）
14:00～16:00（32名）

No．６
日本語の意外性
パート4
梅林　義雄

　五千もある世界の言語の中で、日本語は一番優れた言語だと専門家は言います。そんな
日本語にも、聞いてびっくり、知って驚く意外性があります。講座の狙いはその意外性です。
過去の講座で、「話のネタ」になると喜んでもらいました。日本語のアラ探しですが、むだな
時間つぶしではありません。乞うご期待です。

10ヶ月コース

毎月2回・全20回
第1・3水曜日（第1回は10/3）
※１月は日程変更あり
10:00～12:00（32名）

No．７
シャンソンと共に学ぶ

フランス語
福本　直之

　最初の10回はフランス語の読み下しに当てます。正確な発音ができる前段階として
の読み下しはローマ字の知識でほぼ習得出来ます。音節、単語、句、文、文章の順に学習
し、その成果をやさしいシャンソンにまとめて暗記して歌ってみましょう。後半の10回では
シャンソンの歌詞を中心に初級文法の知識を用いて読解を試みてみます。

10ヶ月コース

毎月2回・全20回
第1・3水曜日（第1回は10/3）
※１月は日程変更あり
14:00～16:00（32名）

No．８
ヨガとストレッチ
～自分の身体に
意識を向けて～
内田　真珠

　無理のない動きを重ねながら、気持ちよく身体の末端から芯まで動かすヨガです。伸び
ていく筋肉や筋を感じながら呼吸に合わせて、ゆっくりと動かしていきます。忙しい生活の
中で自分の身体や呼吸をみつめていく大切な時間をつくりましょう。

６ヶ月コース

毎月2回・全12回
第2・4水曜日（第1回は10/10）
10:00～12:00（26名）

No．９
書いてみよう・作ってみよう

稲生　達郎
（秋月　達郎）

　簡単そうで難しいのが、文章です。紀行、随筆、自分史、小論文、散文詩等、さまざまな文
章を書くための基礎力をつけませんか？発想や意見の交換、さらに演習をくりかえして独
自の小説や脚本を仕上げてみましょう。他に日本語の乱れ、映画で学ぶ世界史・日本史、
映画音楽についても話します。

10ヶ月コース

毎月2回・全20回
第2・4水曜日（第1回は10/10）
14:00～16:00（32名）

No．１０
口笛はわたしの楽器

～健康増進にも役立つ～
髙橋　一眞

　老若男女、いつでもどこでも気軽に楽しめるのが口笛。想い出のメロディーを思いのま
まに、マナーを守り品良くをモットーに、小鳥たちも共感してくれるような口笛を一緒に楽
しく吹いてみませんか。健康増進にも役立ち、気分爽快ですよ。

６ヶ月コース

毎月2回・全12回
第1・3木曜日（第1回は10/4）
※１月は日程変更あり
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。
開講期間　　【10ヶ月コース】平成30年10月～平成31年7月   　【6ヶ月コース】平成30年10月～平成31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30年10月開講分 塾生募集案内
【募集期間 平成30年6月1日（金）～平成30年７月17日（火）】 

多摩
30市町村

対象

多摩交流センターだより No. 057

11ぐるり39
 2018.6

№・講座名・講師名 講座内容 回数・曜日・時間・定員

No．１１
折紙で季節を楽しむ
波多野　則子

　１枚の紙から広がる創造の世界を、五節句を基本に季節を楽しみながら進めます。手
指を使い美しい色合い、様々な紙の表情など、作品を仕上げることで脳が活発に働き出
します。簡単で楽しく作り上げた作品を身近な方々にプレゼントしたり、喜びを分かち合
い折紙を広めてゆきたいと思います。（材料費1,200円）

６ヶ月コース

毎月1回・全6回
第3木曜日（第1回は10/18）

14:00～16:00（26名）

No．１２
暮しに役立つ気象学
北村　利次

　霧と靄
もや

、快晴と晴と曇、雹
ひょう

と霰
あられ

はそれぞれどう違うか、日本の四季はなぜ生じるのでしょ
うか。気象に関するさまざまな疑問に、科学的にしかもわかりやすく解説します。実習とし
て、天気図を作成します。気象の基礎がよく理解でき、テレビ、ラジオ、新聞の気象情報が
100倍楽しくなること受け合いです。（テキスト、天気図用紙など1,000円程度）

10ヶ月コース

毎月2回・全20回
第2・4金曜日（第1回は10/12）
※11・12月は日程変更あり
10:00～12:00（32名）

No．１３
朗読劇

宮沢賢治を楽しもう！
早川　沙希

　誰もが一度は読んだことがある宮沢賢治の作品。今回は「セロ弾きのゴーシュ」を題
材に、役を決め朗読劇を行います。正しいアクセントで朗読しましょう。宮沢賢治の美しい
日本語を味わい、身体を動かす楽しさを実感して下さい。

（台本表紙代・台本作成備品代　初回のみ500円）

６ヶ月コース

毎月2回・全12回
第2・4金曜日（第1回は10/12）

※12月は日程変更あり
14:00～16:00（26名）

No．１４
もっと知りたいアジアの今

宮本　謙介

　「21世紀はアジアの世紀」と言われます。アジアは、いまどのように動いているのでしょ
うか。アジアの政治・経済・社会の動きについて、私たちの身近な話題に関連づけて易し
く読み解きます。韓国、台湾、中国、東南アジア、インド、そしてアジアと日本の関係を主な
テーマとします。

６ヶ月コース

毎月1回・全6回
第1土曜日（第1回は10/6）

14:00～16:00（32名）

No．１５
元禄赤穂事件
～雪の南部坂から
吉良邸討ち入り～
織茂　一行

　元禄赤穂事件は、今から300年以上前に江戸城中で起きた刃傷事件を題材とし、今日
まで「忠臣蔵」と題されて芝居・講談・小説・映像等で、広く国民の人気を集めています。い
つしかそれが歴史的事実と脚色された物語との境が区別できなくなっています。昭和・平
成に発見された新史料を基に、元禄赤穂事件の真相をお届けします。

６ヶ月コース

毎月2回・全12回
第2・4土曜日

（第1回は10/13）
10:00～12:00（32名）

No．１６
絵とピアノで楽しむ
クラシック音楽史
佐藤　恵美

　300年のクラシック音楽の歴史を4期に分けて、見て（絵本や絵画）聴き（生演奏、CD
演奏）、楽しく学んでいく講座です。日本・世界の歴史的背景も見つつ、作曲家の面白いエ
ピソード等も織りまぜていきます。半年間でよりクラシック音楽を身近に感じられるよう、
一緒に学んでいきましょう。

６ヶ月コース

毎月1回・全6回
第4日曜日（第1回は10/28）

10:00～12:00（32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頂くこともあります｡）

【申込方法】 記入例を参考に通常はがき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30年6月1日（金）～平成30年7月17日（火）＜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28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20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　

　　　　　自宅
6　電話　 
　　　　　携帯

〈はがき記入例〉

6 500 3 81 
62円
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№・講座名・講師名 講座内容 回数・曜日・時間・定員

No．1
アメリカに渡った
日本の仏像を訪ねて
齊藤　經生

　ボストン美術館やメトロポリタン美術館所蔵の日本美術は有名ですが、この外にもアメ
リカの大都市にある美術館には多くの日本・東洋の古美術品が収蔵・保存され、その一部
は常時展示されています。各都市の街の風景とともに日本の仏像彫刻を中心に、中国や
インドの仏像を交え、スライド映写で多くを紹介します。

６ヶ月コース

毎月2回・全12回
第1・3月曜日（第1回は10/1）
14:00～16:00（32名）

No．２
楽しく歩きませんか。
　歩く事は生きる事

村田　淳郎

　ウォーキングは、歩き続けてはじめて効果が実感できる生涯スポーツです。歩き続ける
ためには楽しくなければなりません。そのための心構え、準備、用具、歩き方、情報等々。
高齢化社会を迎えた今、生涯スポーツとしてウォーキングの重要性が再認識されています。
歩く事は生きる事、その大切さを実体験してみましょう。
（現地までの交通費は各自負担）（初回は座学）

６ヶ月コース

毎月1回・全6回
第2月曜日（第1回は10/8）
10:00～12:00（26名）

No．３
ファッションとテキスタイル

～布地から知る
シルクロード～
宮本　享子

　東洋と西洋の布に対する美しい表現へのあくなき追求について探る旅に出ましょう。シルク
ロードのオアシス都市で交差した、様々な文化、技術が相互に影響し合い、素晴らしい品々が
残されています。実際に資料収集した衣装を手にしたり、映像を見ながら布地の歴史と魅力を
お伝えします。

６ヶ月コース

毎月1回・全6回
第1火曜日（第1回は10/2）
※１月は日程変更あり
10:00～12:00（32名）

No．４
楽しく学ぶ！

自分磨きの美色講座
八木　智美

　生活を取り巻く色の基礎知識を学びながら、自分自身に焦点を当てて似合う色を学び
ます。理論的に、かつカラー診断などの実践も交じえた楽しいカラーや、色彩学に基づく
メイクの色、自分の体を美しく引き立てるラインも学びます。外見を美しく整える事で内
面の自信と心の満足感をお届けします。
（テキスト代　2,000円）

６ヶ月コース

毎月1回・全6回
第2火曜日（第1回は10/9）
14:00～16:00（32名）

No．５
落語への招待
佐藤　達也

　今「第？次落語ブーム」と言われていますが、本物でしょうか？高座の裏側を知ると又、
別の世界が見えてきます。落語家の身分制度、寄席等の落語界の現状。そして落語の歴
史、噺の内容、背景、登場人物の舞台、場所（吉原等）、江戸と上方落語、古典と新作。過
去の名人達のCD、映像も鑑賞します。

６ヶ月コース

毎月1回・全6回
第3火曜日（第1回は10/16）
14:00～16:00（32名）

No．６
日本語の意外性
パート4
梅林　義雄

　五千もある世界の言語の中で、日本語は一番優れた言語だと専門家は言います。そんな
日本語にも、聞いてびっくり、知って驚く意外性があります。講座の狙いはその意外性です。
過去の講座で、「話のネタ」になると喜んでもらいました。日本語のアラ探しですが、むだな
時間つぶしではありません。乞うご期待です。

10ヶ月コース

毎月2回・全20回
第1・3水曜日（第1回は10/3）
※１月は日程変更あり
10:00～12:00（32名）

No．７
シャンソンと共に学ぶ

フランス語
福本　直之

　最初の10回はフランス語の読み下しに当てます。正確な発音ができる前段階として
の読み下しはローマ字の知識でほぼ習得出来ます。音節、単語、句、文、文章の順に学習
し、その成果をやさしいシャンソンにまとめて暗記して歌ってみましょう。後半の10回では
シャンソンの歌詞を中心に初級文法の知識を用いて読解を試みてみます。

10ヶ月コース

毎月2回・全20回
第1・3水曜日（第1回は10/3）
※１月は日程変更あり
14:00～16:00（32名）

No．８
ヨガとストレッチ
～自分の身体に
意識を向けて～
内田　真珠

　無理のない動きを重ねながら、気持ちよく身体の末端から芯まで動かすヨガです。伸び
ていく筋肉や筋を感じながら呼吸に合わせて、ゆっくりと動かしていきます。忙しい生活の
中で自分の身体や呼吸をみつめていく大切な時間をつくりましょう。

６ヶ月コース

毎月2回・全12回
第2・4水曜日（第1回は10/10）
10:00～12:00（26名）

No．９
書いてみよう・作ってみよう

稲生　達郎
（秋月　達郎）

　簡単そうで難しいのが、文章です。紀行、随筆、自分史、小論文、散文詩等、さまざまな文
章を書くための基礎力をつけませんか？発想や意見の交換、さらに演習をくりかえして独
自の小説や脚本を仕上げてみましょう。他に日本語の乱れ、映画で学ぶ世界史・日本史、
映画音楽についても話します。

10ヶ月コース

毎月2回・全20回
第2・4水曜日（第1回は10/10）
14:00～16:00（32名）

No．１０
口笛はわたしの楽器

～健康増進にも役立つ～
髙橋　一眞

　老若男女、いつでもどこでも気軽に楽しめるのが口笛。想い出のメロディーを思いのま
まに、マナーを守り品良くをモットーに、小鳥たちも共感してくれるような口笛を一緒に楽
しく吹いてみませんか。健康増進にも役立ち、気分爽快ですよ。

６ヶ月コース

毎月2回・全12回
第1・3木曜日（第1回は10/4）
※１月は日程変更あり
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。
開講期間　　【10ヶ月コース】平成30年10月～平成31年7月   　【6ヶ月コース】平成30年10月～平成31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30年10月開講分 塾生募集案内
【募集期間 平成30年6月1日（金）～平成30年７月17日（火）】 

多摩
30市町村

対象
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№・講座名・講師名 講座内容 回数・曜日・時間・定員

No．１１
折紙で季節を楽しむ
波多野　則子

　１枚の紙から広がる創造の世界を、五節句を基本に季節を楽しみながら進めます。手
指を使い美しい色合い、様々な紙の表情など、作品を仕上げることで脳が活発に働き出
します。簡単で楽しく作り上げた作品を身近な方々にプレゼントしたり、喜びを分かち合
い折紙を広めてゆきたいと思います。（材料費1,200円）

６ヶ月コース

毎月1回・全6回
第3木曜日（第1回は10/18）

14:00～16:00（26名）

No．１２
暮しに役立つ気象学
北村　利次

　霧と靄
もや

、快晴と晴と曇、雹
ひょう

と霰
あられ

はそれぞれどう違うか、日本の四季はなぜ生じるのでしょ
うか。気象に関するさまざまな疑問に、科学的にしかもわかりやすく解説します。実習とし
て、天気図を作成します。気象の基礎がよく理解でき、テレビ、ラジオ、新聞の気象情報が
100倍楽しくなること受け合いです。（テキスト、天気図用紙など1,000円程度）

10ヶ月コース

毎月2回・全20回
第2・4金曜日（第1回は10/12）
※11・12月は日程変更あり
10:00～12:00（32名）

No．１３
朗読劇

宮沢賢治を楽しもう！
早川　沙希

　誰もが一度は読んだことがある宮沢賢治の作品。今回は「セロ弾きのゴーシュ」を題
材に、役を決め朗読劇を行います。正しいアクセントで朗読しましょう。宮沢賢治の美しい
日本語を味わい、身体を動かす楽しさを実感して下さい。

（台本表紙代・台本作成備品代　初回のみ500円）

６ヶ月コース

毎月2回・全12回
第2・4金曜日（第1回は10/12）

※12月は日程変更あり
14:00～16:00（26名）

No．１４
もっと知りたいアジアの今

宮本　謙介

　「21世紀はアジアの世紀」と言われます。アジアは、いまどのように動いているのでしょ
うか。アジアの政治・経済・社会の動きについて、私たちの身近な話題に関連づけて易し
く読み解きます。韓国、台湾、中国、東南アジア、インド、そしてアジアと日本の関係を主な
テーマとします。

６ヶ月コース

毎月1回・全6回
第1土曜日（第1回は10/6）

14:00～16:00（32名）

No．１５
元禄赤穂事件
～雪の南部坂から
吉良邸討ち入り～
織茂　一行

　元禄赤穂事件は、今から300年以上前に江戸城中で起きた刃傷事件を題材とし、今日
まで「忠臣蔵」と題されて芝居・講談・小説・映像等で、広く国民の人気を集めています。い
つしかそれが歴史的事実と脚色された物語との境が区別できなくなっています。昭和・平
成に発見された新史料を基に、元禄赤穂事件の真相をお届けします。

６ヶ月コース

毎月2回・全12回
第2・4土曜日

（第1回は10/13）
10:00～12:00（32名）

No．１６
絵とピアノで楽しむ
クラシック音楽史
佐藤　恵美

　300年のクラシック音楽の歴史を4期に分けて、見て（絵本や絵画）聴き（生演奏、CD
演奏）、楽しく学んでいく講座です。日本・世界の歴史的背景も見つつ、作曲家の面白いエ
ピソード等も織りまぜていきます。半年間でよりクラシック音楽を身近に感じられるよう、
一緒に学んでいきましょう。

６ヶ月コース

毎月1回・全6回
第4日曜日（第1回は10/28）

10:00～12:00（32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頂くこともあります｡）

【申込方法】 記入例を参考に通常はがき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30年6月1日（金）～平成30年7月17日（火）＜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28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20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　

　　　　　自宅
6　電話　 
　　　　　携帯

〈はがき記入例〉

6 500 3 81 
62円
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島しょの土産&カフェ【番外編】
ちょっと一息

【現地案内】
JR山手線「浜松町駅」北口から徒歩7分
都営地下鉄(浅草線、大江戸線)「大門駅」B2出口から
徒歩7分
ゆりかもめ「竹芝駅」東口から徒歩1分

【情報提供】
公益財団法人
東京都島しょ振興公社
TEL 03-5472-6546
東京愛らんどホームページ
https://www.
tokyoislands-net.jp/

　毎年『ぐるり』7月号～９月号の表・裏表紙では、東京
の島しょ地域のスポットを紹介しているけれど、その前に
今回は、お土産を取り扱っているアンテナショップ「東京
愛らんど」を案内するね。
　「東京愛らんど」は、伊豆諸島・小笠原諸島の玄関口の
竹芝客船のターミナルの中にあるんだ。
　店内には、焼酎や明日葉、島のりなどの、東京の島の特
産品がいっぱいあるよ。
　
　カフェも併設していて、島とうがらしのホットドッグ、
ムロアジメンチバーガーなど、東京の島こだわりの食材を
使ったメニューを堪能できるんだ。　

　

【講　師】 秦　和寿　氏
  　山地の有害昆虫や虫刺されを調査対象とし30年以上を経

る。日本山岳会医療委員会委員（衛生動物部門）、日本有害
生物研究会常任幹事、山の自然学クラブ理事。

【内　容】  　山歩きで虫に襲われたことはありませんか？　
  　日本の山は美しいですが、予期せず、虫に刺されることがあります。特にスズメバチ、マダニやブユ等によ

る被害はアレルギー反応をおこし深刻です。虫害をどう防ぐか。山の有害昆虫類の標本を提示し、虫の被害を
防ぐための防虫具や応急処置法を示します。また伝統的な防虫法についても江戸時代の古典籍を紹介します。
虫のことを頭の隅にでも入れておけば、いざと言う時にあわてないですみます。

山歩きでおきる虫刺されを防ぐ第114回

日　　時 平成30年7月22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
問合せ先 多摩交流センター内　TAMA市民塾 　TEL 042-335-0111

「東京愛らんど」店舗入口

店内のカフェの様子

多摩交流センターだより

東京愛らんど

TAMA市民塾・日曜講座のお知らせ
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☆ 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。
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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

○　６月になりました。梅雨の時期になり、曇りや雨のすっきりしない天気
の日も増えますが、昼の時間が長くなり、合間の日差しにもジリジリとし
た夏の活気が感じられるようになります。この季節には、アジサイ、ハナ
ショウブ、ユリ、ナツツバキなど多くの植物が花を咲かせます。

〇　これらのほかに、この時期から花が咲き出す植物の一つにキバナコス
モスがあります。例年６月から10月にかけて花が咲くので、各地の公園や
河川敷に群生しているのを目にしたことのある方も多いことと思います。

〇　このキバナコスモスに似た植物に、オオキンケイギクがあり、例年５月か
ら７月にかけてキバナコスモスによく似た花を咲かせます。

〇　ところで、私たち人類をはじめ、地球上のあらゆる生きものは相互に関
わりあいながら生きています。このことを生物多様性といいます。私たち
も生物多様性の一員であり、他のたくさんの生きものとつながり、食べ物
や水など生物多様性から得られる恵みを受けて生きています。

〇　しかし、北米原産の多年草で繁殖力がとても強いオオキンケイギクは、
いったん定着してしまうと元々その地域に生息していた在来種の生息場
所を奪い、周囲の環境を一変させてしまいます。このため、外来生物法に
基づく特定外来生物に指定されています。

〇　多摩地域の自治体の中には、ホームページでオオキンケイギクなど特
定外来生物に当たる外来種を紹介し、その駆除を働きかけたり、目撃情

報の提供を呼び掛けているところもあるほどです。
〇　オオキンケイギクは、運搬や栽培が禁止されています。見かけた場合

には、種子が飛散しないよう、抜いた後にビニール袋に入れ、枯死させて
から燃えるごみとして処分するなど、駆除することが肝要です。

〇　外来種の駆除等に積極的に取り組まなければ、植物だけでなく、昆虫、
動物ひいては人間にも大きな影響が及ぶことが懸念されます。こうしたこ
とから、外来種の問題は生物多様性に対する危機の一つになっています。

〇　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、平成27年度から29年度まで、「生物多
様性の保全に関する研究」を行ってきました。この研究に参加した自治体
の中には、同じ悩みを抱える自治体同士で共同して外来種の問題の解決
に取り組んだところもありました。

〇　私たち一人ひとりが生物多様性に配慮したライフスタイルを心掛ける
ことは、地域における生物多様性を保全するだけでなく、豊かで安心安
全な生活を享受することにもつながります。また、このような取組を続け
ていくことは、将来にわたって持続可能な地域社会の構築につながりま
す。

　　生物多様性にちょっと関心を向けてみませんか。
（S．K）

編 集 後 記

多摩交流センターだより

日　　時 平成30年7月22日（日）13:30～16:40（13:15開場）
場　　所 西東京市民会館公会堂（西武新宿線田無駅北口徒歩10分）
内　　容  天平のロマン・活気ある江戸時代を通して見えてくるものと、将来を見据えることによる現

代のまちづくりの提案について、下記の二人の講師がそれぞれの講演の後、対談します。
 ・ 国分寺市観光協会会長・前国分寺市長　星野信夫氏「天平のロマンと現代のまちづくり」
　　　　 ・  駒澤大学教授　中野達哉氏「近世の武蔵野―江戸と結びつき発展する地域―」
　　　　 ・ ）氏子京嵐十五事理学大学雑井金小はーターネィデーコ、氏両野中・野星（」る語を来未の摩多「談対
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法人小金井雑学大学・NPO法人東京雑学大学共催）
問合せ先 小金井雑学大学　TEL 080-5645-1477                                   
 東京雑学大学　　TEL 0422-52-0908　 FAX 0422-53-8121

内　　容  思春期世代の心の動きをテーマにした舞台「オールライト」開催に向けて、各地域において座談会を開き子ど
もたちの「本音」を集めたり、各地域でアンケートを取ったりしながら文化環境等の実態調査を行います。次に
その調査から見えてきた「課題」について多摩北部地域の子どもたちと座談会で交流。また、プロによる舞台の
テーマに沿ったワークショップを実施。このような連続した文化芸術活動を通して、自己表現や交流の場がたく
さん生まれ、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「オールライト」（青年劇場）
　日　時　平成30年10月12日（金）19：00開演（予定）
　場　所　小平市ルネこだいら中ホール（西武新宿線小平駅より徒歩3分）
　参加費　子ども1,500円・大人2,500円
＜知る＞6月「子どもたちの文化環境等実態調査」
　清瀬・東久留米・西東京・東大和・小平・東村山の6市各地域開催

＜体感＞8・9月「青年劇場ワークショップ
　　　　　　　  ＆座談会」清瀬・東大和
参加費　500円
主　　催  多摩北部こども文化実行委員会
問合せ先 TEL　徳原　080-9290-2611
 メール hmy.kogeki@jcom.home.ne.jp

広域的市民ネットワーク活動助成事業紹介
フォーラム　『多摩の歴史と未来―まちの魅力をさぐる―』

「文化芸術を通じた子どもの地域再発見」
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島しょの土産&カフェ【番外編】
ちょっと一息

【現地案内】
JR山手線「浜松町駅」北口から徒歩7分
都営地下鉄(浅草線、大江戸線)「大門駅」B2出口から
徒歩7分
ゆりかもめ「竹芝駅」東口から徒歩1分

【情報提供】
公益財団法人
東京都島しょ振興公社
TEL 03-5472-6546
東京愛らんどホームページ
https://www.
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　毎年『ぐるり』7月号～９月号の表・裏表紙では、東京
の島しょ地域のスポットを紹介しているけれど、その前に
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竹芝客船のターミナルの中にあるんだ。
　店内には、焼酎や明日葉、島のりなどの、東京の島の特
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ムロアジメンチバーガーなど、東京の島こだわりの食材を
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  　山地の有害昆虫や虫刺されを調査対象とし30年以上を経

る。日本山岳会医療委員会委員（衛生動物部門）、日本有害
生物研究会常任幹事、山の自然学クラブ理事。

【内　容】  　山歩きで虫に襲われたことはありませんか？　
  　日本の山は美しいですが、予期せず、虫に刺されることがあります。特にスズメバチ、マダニやブユ等によ

る被害はアレルギー反応をおこし深刻です。虫害をどう防ぐか。山の有害昆虫類の標本を提示し、虫の被害を
防ぐための防虫具や応急処置法を示します。また伝統的な防虫法についても江戸時代の古典籍を紹介します。
虫のことを頭の隅にでも入れておけば、いざと言う時にあわてないですみます。

山歩きでおきる虫刺されを防ぐ第114回
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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
問合せ先 多摩交流センター内　TAMA市民塾 　TEL 042-335-0111
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ら７月にかけてキバナコスモスによく似た花を咲かせます。
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に取り組んだところもありました。

〇　私たち一人ひとりが生物多様性に配慮したライフスタイルを心掛ける
ことは、地域における生物多様性を保全するだけでなく、豊かで安心安
全な生活を享受することにもつながります。また、このような取組を続け
ていくことは、将来にわたって持続可能な地域社会の構築につながりま
す。

　　生物多様性にちょっと関心を向けてみませんか。
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　清瀬・東久留米・西東京・東大和・小平・東村山の6市各地域開催

＜体感＞8・9月「青年劇場ワークショップ
　　　　　　　  ＆座談会」清瀬・東大和
参加費　500円
主　　催  多摩北部こども文化実行委員会
問合せ先 TEL　徳原　080-9290-2611
 メール hmy.kogeki@jcom.home.ne.jp

広域的市民ネットワーク活動助成事業紹介
フォーラム　『多摩の歴史と未来―まちの魅力をさぐる―』

「文化芸術を通じた子どもの地域再発見」



[情報・写真提供] 青梅市経済スポーツ部商工観光課　0428-22-1111（代表）

再生紙を利用しています。

【発行日】平成30年6月1日　　【発行】公益財団法人　東京市町村自治調査会　　【責任者】岸上 隆

〒183-0052東京都府中市新町2-77-1 東京自治会館4F　TEL 042-382-0068 

※先月号の瑞穂町のとっておきフォトスポットは第４回ではなく、第５回でした。お詫びして訂正いたします。※先月号の瑞穂町のとっておきフォトスポットは第４回ではなく、第５回でした。お詫びして訂正いたします。

ホームページ　http://www.tama-100.or.jp/（本紙のバックナンバーをご覧いただけます。）

　今回の表紙でも紹介している吹上しょうぶ公園は、貴重な谷戸地
（やとち）を保全するためにつくられたんだ。園内にある花しょうぶの開
花時期には、「吹上花しょうぶまつり」が開催されるよ（５月下旬から
６月下旬）。約２5０品種の花しょうぶが楽しめるんだ。

　レンゲショウマの名前は、花が蓮に、葉がサラシナショウマ（漢字の
呼び名）に似ていることに由来するんだ。とても清楚で、安らぎを感じ
る神秘的な美しさを秘めた花だよ。御岳山では、7月中旬～9月上旬ま
で楽しめるんだ。

。よだ頃旬初月6は頃見 
るあ間日2が日るす園開に朝早、は中間期りつま 

　から、ゆっくり写真を撮れるんだ。
。よるめし楽が花のんさくた等蓮睡やスリコリ、もに外以ぶうょし花 

。よだめすすおが影撮の日の霧や日の雨 
。ねだめすすおが方夕か朝早、らなる撮に日いいの気天 

い咲が上番一、らかくいてい咲に下に順らか上、はマウョシゲンレ 
て、下に蕾がたくさんある時が、ベストショットになりやすいよ。

吹上しょうぶ公園の花しょうぶ 御岳山のレンゲショウマ
＠WATAGE ＠WATAGE

青梅市第6回 

とっておきフォトスポット
Photogenic tama & tosho

撮影のPOINT ! 撮影のPOINT !

至 河辺駅

東青梅駅

鉄道公園入口 青梅簡易裁判所

妙光寺

勝沼城跡

大塚山公園

宗泉寺
★

城前農場

光明寺

吹上しょうぶ公園

御岳山駅産安社

御岳登山鉄道 
展望食堂

富士峰軒

The Foods MITAKE
★

レンゲショウマ群生地

[現地案内]

写真を撮るときは、周囲の状況をよく確認し、柵を越えたり立ち入り禁止区域に入るなど、マナー違反にならないようにね！

きれいな景色やおもしろいものをみつけたら、写真を撮りたくなるよね。
今回はわたげのボクが「吹上しょうぶ公園の花しょうぶ」と「御岳山のレンゲショウマ」を紹介するよ。

◆吹上しょうぶ公園  JR青梅線東青梅駅北口から徒歩15分
JR青梅線河辺駅北口から都営バスで約10分 

「吹上しょうぶ公園入口」下車すぐ。

◆御岳山のレンゲショウマ群生地
JR青梅線御岳駅南口から西東京バス「ケーブル下（滝本駅）」
行きで、10分終点下車。御岳登山鉄道「滝本駅」から、ケーブル
カーに乗車し、約６分で終点「御岳山駅」下車すぐ。


