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　・広域的市民ネットワーク活動助成事業紹介
　　　払沢（ほっさわ）の滝冬まつり

▲
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　　青梅市　　みどりのカーテン事業
　　府中市　　府中環境まつり2018
　　檜原村　　地球温暖化防止普及啓発事業

▲

多摩交流センターだより
　・多摩発・遠隔生涯学習講座12・1月開催予定の講座案内
　・東京雑学大学1月講義案内
　・TAMA市民塾　平成31年4月開講分　塾生募集案内
　・TAMA市民塾　日曜講座のお知らせ
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府中市2 府中環境まつり２０１８

檜原村3 地球温暖化防止普及啓発事業

青梅市1 みどりのカーテン事業

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

　6月2日（土）府中公園にて、市民が地球温暖化防止、自然保護、ごみ
減量や３Ｒ推進など、環境について楽しみながら学び、考えることができるイ
ベントとして「府中環境まつり２０１８」を開催しました。
　会場では、市民団体、事業者、学校、行政等による環境活動紹介や身近
な自然について遊びながら学べる工作体験の他、フリーマーケット、ステージ
イベント、クイズラリーなど様々な催しを行い、延べ20,000 人の方にご参加
いただきました。
　模擬店の食品販売ではリユース食器を使用しており、ごみの発生抑制を呼
び掛けました。

【問合せ先】 府中市　環境政策課　TEL 042-335-4472

府中市Tama

檜原村

Tama

　檜原村では、毎年 8月に「払沢の滝ふるさと夏まつり」において地球温暖
化防止普及啓発として村内の山林を活かしたPRを行っています。
　今年も8月18日（土）・19日（日）に行われ、12,000 人を越える多く
の来場者がありました。このイベントの中で「ひのはら薪フェス２０１８夏」を
開催し、薪割り体験、薪倒しゲームなどを行いました。　

【問合せ先】 檜原村　産業環境課　TEL 042-598-1011

　青梅市では、身近な省エネ行動の取組の一つとして、「みどりのカーテン事業」
を青梅ガス株式会社、ＪＡ西東京と協働で実施しています。
　市民を対象としたモニター事業のほか、小中学校、市民センター等の公共
施設を対象とした緑化事業により、ゴーヤ苗やアサガオ等によるみどりのカー
テンの育成に市全体で取り組むだけでなく、「みどりのカーテンコンテスト」を
実施し、景観や育成の工夫等の基準で、優れたみどりのカーテンを作られた
方を表彰しています。
　みどりのカーテンの育成を楽しみながら、地球温暖化について考えていただ
くきっかけとなるよう取り組んでいます。

【問合せ先】 青梅市　環境政策課　TEL 0428-22-1111

青梅市

Tama

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。

かれん

シーナ
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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

平成30年12月・平成31年1月開催予定の講座案内

インターネット
放送による

多摩交流センターだより

番号 日時 講義テーマ 教授 教場

第1162回
※

1月10日（木）
14：30から

新幹線誕生から50年の進化
－日本人の知恵と技術と
不屈の精神のたまもの

福田　久治　氏
(鉄道研究家(理学博士)・社会システム総研代表・

元(公財)鉄道総合技術研究所）

遠隔視聴（サテライト）会場
武蔵野市西久保コミュニティセンター

（JR三鷹駅北口　徒歩7分）

第1163回 1月14日（月・祝）
13：30から

【新春特別講座】
余興　和太鼓演奏(田無卑弥鼓)
講演　西ヨーロッパはなぜ世界
　　　を征服したか―世界史再考

講演　加藤　淳平　氏
(元外交官）

コール田無　多目的ホール
(西武新宿線　田無駅北口　徒歩7分）

第1164回 1月24日（木）
14：00から

シーボルト、ビュルガー、ポンぺ
の日本研究

大澤　眞澄　氏
(東京学芸大学名誉教授）

西東京市民会館
（西武新宿線田無駅北口　徒歩8分）

第1165回 1月31日（木）
14：00から 煮干しの解剖と味わい教育 品川　明　氏

(学習院女子大学教授）
西東京市民会館

（西武新宿線田無駅北口　徒歩8分）

☆申込みは必要ありません。直接会場へお越しください。
※第1162回は、第179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1月10日を除き、1回500円。1月14日は会員・会員外ともに500円）

特定非営利活動法人

東京雑学大学 平成31年1月講義案内

題　名　新幹線誕生から50年の進化―日本人の知恵と技術と不屈の精神のたまもの　　
日　時　平成31年1月10日（木）　14：30から約1時間
講　師　福田　久治　氏（鉄道研究家（理学博士）・社会システム総研代表・元(公財)鉄道総合技術研究所）

日　時 平成30年12月13日（木）　14：30から約1時間
講　師  田中　和男　氏（声楽家・元防衛大学校助教授・元一等陸佐）

○受　講　料 無料（ただし資料代100円）
○メイン会場 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。）
○サテライト会場 武蔵野市西久保コミュニティセンター
○ライブ中継・VOD視聴について 
　 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。
問合せ先　TEL 070-2685-3602（高原）TEL 0422-52-0908（菅原）　

題　名

なぜ歌い続けるのか？

内　容 音楽における演奏は再現のみで、録音録画は別としてその場で消えま
す。しかし、演奏家によってその曲は生まれ変わります。演奏家の解釈、
個性などが反映されるのです。特に人間の声が楽器である「歌うこと」
では顕著です。このことにより作詞・作曲者の意図するものを忠実に
再現するという従来の観念を離れ、新たな空間を生み出します。つま
り作詞・作曲家の力を借りて自己表現します。それが面白いのです。

178回

179回

D
dictionary
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dictionary

Wide
Variety

 
Subjects

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．1
映画をもっと面白く
より深く楽しもう！
原田　聡明
森　　世一

　映画は理屈抜きでただ楽しめばいい。でも、少しの知識とある視点を持って観ると、
感動はぐっと深まります。それは人生が少し豊かになった瞬間では？そのために有効
な、監督、脚本、撮影などの視点から映画を味わう姿勢やテクニックを紹介。また、映
画音楽について、映画における位置付けとその独自の魅力をお伝えします。

６ヶ月コース
毎月2回・全12回

第2・4月曜日
（第1回は4/8）
14：00～16：00

（32名）

No．２
いざ台湾へ！
失敗しない

お茶選びのコツ
佐藤　朋子

　旅行先として大人気の台湾。お土産として最もポピュラーなのが台湾茶です。茶葉
の種類や購入する場合の数量、値段、場所、また、粗悪品を買わないためのポイントな
ど、初めて茶葉を買う時のノウハウを紹介します。毎回2種類の台湾茶を味わい、その
魅力をお伝えできたら……と思います。
（教材費　￥1,200）

６ヶ月コース
毎月1回・全6回

第1火曜日
（第1回は4/2）
10：00～12：00

（26名）

No．３
スペイン語初級
髙橋　良子

　基本動詞を学び不規則活用動詞から直説法過去へと入ります。2種類ある過去形の
用法と活用は少し複雑ですが頑張りましょう。あまり知られていないスペイン語圏の
小説、映画なども紹介していく予定です。初心者の方にも2度目の方にもわかり易くご
案内します。

６ヶ月コース
毎月2回・全12回

第1・3火曜日
（第１回は4/2）
14：00～16：00

（26名）

No．４
私でも登れた百名山
登り方研究講座
山本　信夫

　百名山ブームと言われますが、そもそも百名山とは何でしょう。その百の山の特色、
登り方などを詳細に解説します。山好きの方、山に関心のある方へ百名山の絶景を映
像と説明で楽しみましょう。そして日本の山々の魅力を再認識していただければ幸い
です。なお、登山装備や外国の名峰などについても解説を予定しています。

６ヶ月コース
毎月1回・全6回

第4火曜日
（第１回は4/23）

14：00～16：00
（32名）

No．５
きちんと知ろう、
中東イスラームの
歴史と現在
岩木　秀樹

　中東イスラーム世界では戦火が絶えず、イスラームが戦争と暴力の宗教だとの偏見
も聞かれます。本当にそうなのでしょうか。この講座では、イスラームの特徴や共存の
歴史を学びながら、現在の紛争要因に迫りたいと思います。近い将来、世界最大の宗
教集団になると言われているイスラームを、きちんと理解していきましょう。

６ヶ月コース
毎月1回・全6回

第2水曜日
（第1回は4/10）

10：00～12：00
（32名）

No．６
探検文学の楽しみ方
-地球再発見
塚本　正司

　今や世界の文明は機器や情報によって隅々まで照らされています。しかし、地球の
全体像が未知だった時代には海洋や新大陸や南北極地に、クックやアムンセンら多く
の探検家が挑みました。それらの紀行や記録を読みといて、大自然に命を賭した人知
の凄味を実感していただきます。子供の頃に抱いた夢と地球再発見の旅にご一緒しま
せんか。

６ヶ月コース
毎月1回・全6回

第2水曜日
（第1回は4/10）

14:00～16:00
（32名）

No．７
東北地方にちなんだ
詩歌を吟じて
みませんか!!
石水　卓郎

　東北地方の大震災から7年が過ぎていますが、未だ多くの方々が避難生活を余儀な
くされています。構成吟「東北に思いをはせて」（物語）で、東北地方の名所旧跡をナ
レーションと映像（スライド）で紹介しながら、それらにちなんだ詩歌を詩吟で学習し
ます。詩吟の初心者から経験者までいずれの方も大歓迎です。
（資料・教材費　￥500）

６ヶ月コース
毎月2回・全12回

第1・3木曜日
（第1回は4/4）
10：00～12：00

（26名）

No．８
木から学ぶ
永瀬　嘉平

　世界でも日本人ほど木の好きな国民はいません。春夏秋冬、その変化の妙を深く目
にし、心に刻む。木の存在が無ければ、文明も文化も芸術も文学も生まれなかったで
しょう。本講座では座学と外歩きでの樹木ウオッチングの二通りを学び、教室では世
界樹から並木の木までレクチャー、外では多種多様の木々を解説しながらウオッチン
グします。

６ヶ月コース
毎月2回・全12回

第2・4木曜日
（第1回は4/11）

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　　【6ヶ月コース】平成31年4月～平成31年9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31年4月開講分 塾生募集案内
【募集期間　平成30年12月1日（土）～平成31年1月18日（金）】 

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．９
TAMAの至宝
「小金井桜」
椎名　豊勝

　小金井桜は、奈良吉野山の桜、京都御室桜とともに、大正13年に国の名勝に指定さ
れた我国にとってかけがえのない価値を持つ、延長6㎞にも及ぶヤマザクラ並木の文化
財です。講座では、ヤマザクラに代表される日本産サクラの解説や武蔵野との関わりあ
い、江戸、東京との関係、全国桜名所、現状の小金井桜、今後のあるべき姿などについ
てお話します。

６ヶ月コース
毎月2回・全12回

第1・3金曜日
（第1回は4/5）
14:00～16:00

（26名）

No．１０
写生から始める日本画

小林　昌子

　日本画の原型となるものが、最初に中国から伝わったのが奈良時代。江戸時代には
色鮮やかな写生画が伝わり、現在の日本画に至ります。写生の本来の意味は、対象の
生を写す事です。これは、東洋型の自然観察術と言って良いでしょう。季節の花等を用
意します。簡易な顔彩絵具とスケッチブックを使って、この東洋型の写生を体験してく
ださい。　
（モチーフ代　￥2,500）

６ヶ月コース
毎月2回・全12回

第2･4金曜日
（第1回は4/12）

14:00～16:00
（26名）

No．１１
一
いっかんば

閑張り＋消しゴム
遊印づくり
亀田　正子

　ザル、竹カゴ等に和紙を貼り、破れたものの再生をします。和紙に描いた墨の色、朱
肉の印、柿渋、ベン柄等を使い新しくよみがえります。遊印は、彫刻刀、カッター、石の
刃を使って印を創ります。また、果物・野菜、花等の彫りも楽しんでもらいます。実物を
見て描き、それらを彫り、一閑張りの作品又はハガキを完成させます。
（教材費　一閑張り・遊印代　￥2,000）

６ヶ月コース
毎月2回・全12回

第1・3土曜日
（第１回は4/6）
10：00～12：00

（26名）

No．１２
心と身体を癒す
「アロマヨガ」
青山　千恵美

　心地良いアロマ（天然植物の香り）を焚き染めた室内で、リラックスしながら行う
ヨガです。ヨガの伝統的な呼吸法やポーズを通してアロマの芳香成分を体内に浸透さ
せ、心身の不調を改善していきます。また今話題の「アロマテラピー」について初心者
の方にも分かり易くお話しします。アロマの手作り体験もあります。
（教材費　￥800）

６ヶ月コース
毎月2回・全12回

第1・3土曜日
（第1回は4/6）
14:00～16:00

（26名）

No．１3
交易の世界史と
関連世界遺産
(古代～中世)
太田　裕

　世界遺産も既に1,000件を超え、その価値や在り方をめぐり様々な声が聞かれるよ
うになりました。講座では、その中の一つのテーマとして華やかな中世までの東西の交
易の歴史を辿ると共に、その歴史に深くまつわる世界遺産を多数紹介します。知識、感
覚として本来の世界遺産の意義を摑んでいただく事が目標です。
（テキスト代　￥500程度）

６ヶ月コース
毎月1回・全6回

第2土曜日
（第1回は4/13）

10:00～12:00
（32名）

No．１4
「養生」を知って
毎日を健やかに
宗像　波子

　養生とは？「健康であるように注意する事。手当や保養する事」と「広辞苑（第７
版）」にあります。江戸時代の儒学者・貝原益軒の「養生訓」が広まり、今日まで脈々
と引きつがれている健康生活の知恵を学んで、病気になりにくい体作りについて考え、
日々の生活に生かす事をめざします。まずは自分の体の今を知る事から……。目標は
健康寿命延伸‼　

６ヶ月コース
毎月1回・全6回

第2土曜日
（第1回は4/13）

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）

【募集期間】 平成30年12月1日（土）～平成31年1月18日（金）＜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、1月26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9:00〜17:00） 
E-mail：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 （教材費等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致します。

払込期限　2月14日（木）（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。  

〈はがき記入例〉

6 500 3 81 
62円

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

「
Ｔ
Ａ
Ｍ
Ａ
市
民
塾
」 

行

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

多摩交流センターだより
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実施月 平成31年1月〜3月
場　所  檜原村　払沢の滝周辺
内　容  東京都で唯一日本の滝百選に選ばれており、冬には氷瀑となる「払沢の滝」。

冬の檜原村の魅力を多くの人に知ってもらうために、1月〜2月に払沢の滝の
最大結氷日を当てる氷瀑クイズ（クイズの応募締切は12月末日）とフォトコン
テストの作品募集を実施します。3月に払沢の滝周辺の店舗等で応募作品を
展示し、投票により最優秀賞等を決定します。2月3日（日）には、檜原村の特
産品などを集めた「ほっこり市」も開催します。ほっこり市には檜原村公認ゆる
キャラ「ひのじゃがくん」も来るかも！？

主　催 払沢の滝冬まつり実行委員会
問合せ (社)檜原村観光協会内  払沢の滝冬まつり実行委員会事務局
         TEL　042-598-0069
　　　　 Facebook  https://www.facebook.com/hinoharahossawa/

広域的市民ネットワーク活動助成事業紹介

払沢(ほっさわ)の滝冬まつり

TAMA市民塾・日曜講座のお知らせ

【講　師】 高
たかはし

橋　正
ま さ き

樹　氏
  　（公社）日本奇術協会賛助会員。都内各所で『手品の学校』を主宰し、

主にシニアを対象に、マジックの指導歴２５年。多くの生徒が、マジッ
クを生かして、各種施設訪問等のボランティアで活躍している。内田康
夫ミステリー文学賞・大賞を受賞したミステリー作家でもある。

【内　容】  　マジックは夢とロマン、優しさと遊び心に満ちた、たいへん素敵な趣
味・芸能です。見ているだけでも楽しいですが、演じる側に回れば、さら
に愉快なものです。

  　今回は初心者を対象に、トランプ・お札・紙・ひも等を使った、易しくできて効果的
なマジックをお教えします。器用・不器用などといったことは全く関係なく、その場で
覚えて数回練習すれば、すぐにでも人をびっくりさせられるものばかりです。

  　覚えたその日から新たな楽しみ・喜びの広がるマジックの世界。あなたも魔法世界の
住人になってみませんか。

 やってみませんかマジック（手品）第116回

日　　時 平成31年1月20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６F（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

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↓

甲州街道（国道２０号線）

武蔵府中
郵便局

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

ビル

※駐車場はありません

銀行

（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6F
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
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○　今年も残すところ後1ヶ月。この1年を振り返ると
いろいろな出来事がありました。

〇　まず、多摩・島しょ地域に関係する出来事として、
町田市、小金井市がそれぞれ市政施行60周年を迎え
ました。

　　また、５月には、「東京愛らんどフェア『島じまん
2018』」が竹芝桟橋で開催され、２日間で約11万人
が来場し、島の魅力を満喫しました。そして、６月に
は、小笠原諸島が米国から返還されて50周年目を迎
え、記念式典が行われました。

〇　次に、東京2020オリンピック・パラリンピック競
技大会の開催を控え、スポーツの分野では、日本人選
手の目覚ましい活躍が見られました。

　　８月にジャカルタで開催されたアジア競技大会で
は、競泳の池江璃花子選手が日本選手最多となる６個
の金メダルを獲得しました。翌９月には、大坂なおみ
選手が全米オープンテニスの女子シングルスでセレー
ナ・ウィリアムズ選手を破り、日本人として初めて四
大大会シングルスの優勝者となりました。また、11
月には、アメリカ大リーグのエンゼルスに所属し投打
の二刀流で活躍している大谷翔平選手がアメリカン・
リーグの新人王に選ばれました。

〇　今年は、このような輝かしい話題が多くあった一
方、日本各地で自然災害による被害が多発した年でも
ありました。

　　東京では、１月に都心で20センチを超える積雪があ
り、７月には青梅市で都内観測史上初めて気温が40度
を超えるなど、人々の暮らしや健康面に大きな影響を
与えました。また、西日本では、活発化した梅雨前線
等の影響により降り続いた大雨が、河川の氾濫、土砂
崩れなど各地に多くの被害をもたらしました。

　　その後にも、北海道胆振東部地震や台風24号が、
大規模な土砂崩れや倒木等甚大な被害をもたらしまし
た。

〇　異常気象の多発の原因には地球温暖化の影響がある
とされていますが、地域に暮らす人々が安心・安全に
暮らせるようにするためには、CO2の削減など温暖
化を抑制するだけでなく、地域の特性に応じた柔軟な
対応を自治体単位で取り組むということも大切になっ
てきます。

〇　当調査会は、これまでも時代の変化や新しい動きの
中で各自治体が置かれている状況等を踏まえ、様々な
調査研究活動やオール東京62市区町村共同事業「み
どり東京・温暖化防止プロジェクト」などに取り組ん
できています。

　　来年も、同プロジェクトの今年度からの新規事業で
ある「気候変動への適応策に関する調査研究」など、
さまざまな事業を通じて、都内市町村の活動を支援
し、発展に向け、努めてまいります。　　　     

 (S.K)

編 集 後 記

 色々な市町村のシンボルマーク（パート1）
～市町村章ひらがな編～

ちょっと一息

　市町村章は各市町村のシンボルマークで、市町村の風土、歴史、文化などを表現しているん
だ。39市町村それぞれに市町村章があって色々なデザインがあるんだけど、今月号でちょっと
だけ紹介するね。
　表紙で紹介した調布市は「ちょうふ」の「ち」をモチーフにしているんだ。今回は調布市とその
近隣市でひらがなをモチーフとしている市町村章を紹介するよ。

調布（ちょうふ）の「ち」を図案化。
市民の協和と無限に伸展する市勢
を象徴。

府中（ふちゅう）の「ふ」と「中」を組み
合わせて図案化。
市民相互のまどかな結びつきを表現。
中央には、多摩川の清流をかたどり、
市の将来の永遠なる発展を象徴。

狛江（こまえ）の「こ」を図案化。
中央の白い部分の流線は多摩川の
流れを表現。

稲城（いなぎ）の「い」を図案化。
円満な市政と将来に向かっての限り
ない発展を象徴。

調布市

府中市

狛江市

稲城市



 

　

←◆味の素スタジアム（表紙）
京王線「飛田給駅」から徒歩５分

◆でかもりスイーツマウンテンのお店
『HARMONIE TEA & SWEETS』→

京王線「柴崎駅」から徒歩1分
◆辛味噌つけ麺のお店『らーめんHAGGY』→

京王線「柴崎駅」から徒歩2分

［ 情報・写真提供 ］
調布市生活文化スポーツ部産業振興課　TEL 042-481-7183

アミノバイタル
フィールド

味の素スタジアム
西競技場

調布飛行場

調布市民西町
サッカー場

武
蔵
野
の
森
総
合

ス
ポ
ー
ツ
プ
ラ
ザ

甲州街道

旧甲州街道

飛田給駅

★★

味の素スタジアム

★

らーめんHAGGY

★

HARMONIE TEA & SWEETS

柴崎駅

柴崎駅前郵便局

甲州街道

再生紙を利用しています。

【発行日】平成30年12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 

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。）

とっておきフォトスポット
Photogenic tama & tolsho

[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！

　「デカ盛りウォークラリー」は調布市内にある味の素スタジアムをメイン
会場として開催された「スポーツ祭東京2013（東京国体）」を盛り上げるた
めに始まったんだよ。今回は、ラグビーワールドカップ、オリンピック・パラリ
ンピックの会場となる調布を訪れた競技者やスポーツファンを応援するため
に、平成31年1月11日（金）から３月11日（月）まで、３年ぶりに開催されるん
だ！各店舗で様々なメニューが提供され、メディアの注目度も高いビッグイ
ベントだから、大食いに自信のある方は参加してみてね。

　デカ盛りウォークラリーと並ぶ人気イベントの「第５回Oh!!辛
チャレンジ」が同時期に開催されるんだ。辛い物好きにはたまら
ない、舌が痺れる激辛メニューの数々が調布市内の各店舗に出現
するよ。刺激的で美味しいだけではなくて、辛い物の素である唐
辛子には、脂肪燃焼効果があるといわれているんだ。辛い物好き
の方は、ぜひチャレンジしてみてね。

辛味噌つけ麺

・自家製のシフォンケーキ２人前と焼きたての
　アメリカンワッフル４人前を盛り合わせているので、
　何か比較対象のものと一緒に撮ると、大きさが伝わりやすいよ。

・�数種類の野菜を煮込んだ濃厚な辛味噌つけ麺で、
　赤い唐辛子色のスープに焦点を当てると、より辛さが伝わるよ。

第５回デカ盛りウォークラリー 第５回Oh!!辛チャレンジ
＠WATAGE ＠WATAGE

調布市第12回 

撮影のPOINT ! 撮影のPOINT !

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「第５回デカ盛りウォークラリー」と「第５回Oh!!辛チャレンジ」を紹介するよ。

でかもりスイーツマウンテン


