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報告書をご活用ください

　日本全体として少子化は喫緊の課題となっており、婚活イベントの開催や
新婚世帯への各種費用助成等、結婚支援に取り組む自治体は増加傾向にあ
りますが、実際に事業として実施している自治体は、全国でも半数程度にとど
まっています。結婚支援の実施は、地域資源を活用することで地域の魅力の
認知度を高め、持続的発展が可能な都市にするためのさまざまな方策のうち
の1つと考えられます。
　本調査研究では、多摩・島しょ地域の各自治体が地域活性化や少子化対
策等のための１つの方策として結婚支援を検討する際の参考となることを目的
に実施し、取り組むべき方策について整理しました。

～自治調査会では、幅広い分野の調査・研究を行っています～
　自治調査会では、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21～30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30年度に実施した調査研究の報告書等を紹介します。

結婚支援を糸口とした少子化対策及び地域活性化に関する調査研究
報告書

　本調査研究は、
平成29年度に実施
した「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」の調
査結果のうち、「防
災」、「福祉」、「留
学生」の３分野に限
定し深掘りした２年
目調査です。「支援
を受ける立場」ではなく、外国人が地域の担い手と
して活躍できる多摩・島しょ地域をつくるために、特
に優先的に実施すべき取組の方向性と具体策を提
示しています。

基礎自治体における多文化共生施策に
関する調査研究報告書
 (調査対象分野：防災・福祉・留学生) 　本調査研究は、

行政課題の解決
手段としてAI（人
工知能）・RPA（ロ
ボティック・プロセ
ス・オートメーショ
ン）が注目されて
いる状況を捉え、
活用の方向性、課
題・進め方を整理
しています。検討・
本格導入に際し
てのハードルや取
組の進め方を示し、AI・RPAが業務生産性と住民
サービスの向上に資するツールであることを、知識
のない初心者にも理解できるように事例を交えて、
分かりやすく解説しています。

基礎自治体におけるAI・RPA活用に
関する調査研究報告書
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　本調査研究は、適
切かつ効率的で信頼
される自治体を目指
すために、多摩・島
しょ地域自治体にお
ける内部統制に関す
る方針の策定を含め
た体制の整備及び運
用の手法について調
査研究を行いました。
内部統制に取り組む際等に参考となる「内部統制
モデル」では、５つの要素と３つのステップを設け、
PDCAサイクルの観点から取組を整理し、段階的に
発展させていくことを提言しています。

多摩・島しょ地域の自治体における内部統制の
整備・運用に関する調査研究報告書

　本調査研究では、
東京島しょ地域特有の
状況を踏まえてインバ
ウンド拡大の課題を整
理するとともに、ター
ゲット層を明確にし、
これらの層が関心を寄
せる事業・取組やアプ
ローチ方法等を検討し
ました。東京2020大
会を好機ととらえ、東京島しょ地域のインバウンド拡
大策の方向性や具体的な内容を提示し、地域が一
体となって取り組めるように促すことを目的として実
施しました。

東京島しょ地域におけるインバウンド
拡大策に関する調査研究報告書

　財政力指数や経常収支比率など計11の分析指
標を、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20年度から平成29年度）

　主要税目である市町村民税などの調定収入状況
等を、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20年度から平成29年度）

　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29年度統計）

多摩地域データブック
2018(平成30)年版

～多摩地域主要統計表～

多摩地域データブック

2018(平成30)年版

    　　 公益財団法人 東京市町村自治調査会

昭島市

あきる野市

稲城市
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多 摩 地 域 ご み 実 態 調 査

平 成 29 年 度 統 計

 公益財団法人　東京市町村自治調査会
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かれん

シーナ

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。

福生市2  第17回ふっさ環境フェスティバル～みんなで考えよう！無駄ってなんだろう？～

　ふっさ環境フェスティバルは、例年、約5,000人の方にご来場いただい
ている野外イベントで、環境について考えるきっかけづくりの場として、
環境月間である６月に開催しています。
　今年は６月２日（日）に多摩川中央公園で行われます。ステージイベ
ントでは、林家まる子・カレー子環境漫才ライブやジャズバンドを始め、
様々な体験・見学のできる展示ブース、リユース食器を利用したフード
ブースが企画されています。どなたでもお楽しみいただける内容ですの
で、ぜひご来場ください。

【問合せ先】 福生市　環境課　TEL 042-551-1718

神津島村3 神津島村緑化推進事業

　神津島村では緑化推進事業として、道路脇のスペースや観光地の一角を活
用し、神津島に訪れた観光客や神津島村民が癒されるような花壇を設置し、四
季折々の花を植えています。
　神津島は自然豊かな島で、島に自生する植物や景観に囲まれるスペースに
四季折々の花を植えることにより、島の自然との一体感を生み出しています。花
と景色が融合し、景勝地が何倍にも引き立てられ、このスペースを訪れる観光
客や神津島村民に島の自然の癒しを実感してもらえるような、心地良い可愛ら
しい空間となりました。

【問合せ先】 神津島村　産業観光課　TEL 04992-8-0011 

国立市1 くにたち花と緑のまちづくり事業
　国立市では毎年2回、市のシンボルである大学通りの緑地帯や市内公園で、
大規模な花植えを実施しています。特に大学通りの花植えでは市民ボランティ
アが中心となり、学校や商店会も巻き込みつつ、計画から実作業にいたるまで
進めることで、「みんなで一緒に」という花と緑のまちづくりの理念を体現してい
ます。花苗で彩られた街の姿に感動する一方、調整や苦労を乗り越え、花と緑に
よる市民協働の輪が広がっていくことにも大きな手応えを感じています。
　国立市では、今後も自然と人、人と人の絆がより深まるよう、本事業を推進し
ていきます。

【問合せ先】 国立市　環境政策課　TEL 042-576-2111

福生市Tama

国立市Tama

Islands
神津島村
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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

2019年5月・6月開催予定の講座案内

インターネット
放送による

番号 日時 講義テーマ 教授 教場

第1182回 6月6日（木）
14：00から 民法改正による相続と遺言 山本　武昭　氏

(天賀谷茂税理士・行政書士事務所顧問）

小金井市前原暫定集会施設
（JR武蔵小金井駅南口　徒歩7分

小金井市役所向い）

第1183回 6月9日（日）
14：00から 宗教画を描く心 角本　邦久　氏

(作家)
コール田無

（西武新宿線田無駅北口　徒歩7分）

第1184回
※

6月13日（木）
14：30から 新しいものを創り出す 石崎　幸治　氏

(写真家・文筆家・絵描き)

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1185回 6月20日（木）
14：00から 富士山の天然水の恵みで地域に貢献 粟井　晶子　氏

(公財・粟井英朗環境財団理事長)

小金井市民会館 萌え木ホール
（JR武蔵小金井駅南口　徒歩7分

前原暫定集会施設の隣）

☆申込みは必要ありません。直接会場にお越しください。　※第1184回は、第184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。
変更：本誌4月号(No.067)8ページで案内した「東京雑学大学」の講義テーマと講師が変更になります。
 変更前
5月16日(木) 「小国アイルランドから見えるもの・文化・社会・人材研究」 講師　小舘　香椎子　氏
  （日本女子大学名誉教授・電気通信大学特任教授）

 変更後
 「イギリスのＥＵ離脱を隣国アイルランドから眺めたら」 講師　小舘　尚文　氏
  （アイルランド国立大学ダブリン校専任講師・北海道大学非常勤教授)

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13日を除き、1回500円）

特定非営利活動法人

東京雑学大学 2 0 1 9 年 6 月 講 義 案 内

日　時　2019年6月13日（木）　14：30から約1時間
題　名　新しいものを創り出す　　講　師　石崎　幸治　氏（写真家・文筆家・絵描き）

日　時 2019年5月9日（木）　14：30から約1時間
講　師　小川　雄二郎　氏
            （前富士常葉大学(現常葉大学)教授・元アジア防災センター所長）
内　容　 2011年3月11日に発生した東日本大震災は、1995年1月17日の阪神淡路大震災後に我 が々経験した大災害で

した。それを契機に、私の地元である藤沢市辻堂地区で地域の防災活動に参加し8年が経過しつつあります。なぜ
地域の住民が防災活動をする必要があるのか、住民が行う防災活動はどのようなものであるべきなのか、行政と
の関係はどうあるべきか、などについて、この8年の経験と問題意識を皆さんと共有しつつ、考えたいと思います。

○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　TEL070-2685-3602（高原）　TEL0422-52-0908（菅原）　

題　名

地域における防災活動の実践例
183回

184回

D
dictionary

Wide
Variety

 
Subjects

of

dictionary

Wide
Variety

 
Subjects

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
(月2回）

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

仏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 2,000/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 1,600/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 1,600/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
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
かさね歌・しゃぼん玉 歌唱の技術向上を図り、会員の自主・相互学習で知識を深める 1,3火曜の午後 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 4,000/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図る 1,3金曜の午後 500/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
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

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回と
土曜の午後1回

500/月
入会金 1,000円

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 2,4火曜の午後 1,000/月
健康ヨーガの会 ヨーガの実践を通して健康を図る 1,3月曜の午後 2,000/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 楽しみながら中国語を学ぶ（初・中級） 2,4水曜の午後 2,000/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図る 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 1,3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木曜の午前 2,000/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月曜の午前 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

Friday　English 日常英会話の学習と交流及び地域社会への貢献 月4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

英語ふれあいサークル 英会話学習を通じて広く多摩地域の交流及び文化の発
展に貢献する

木曜の夜間
（月4回） 4,000/月

ドイツ語学習会 外国語（ドイツ語）を習得することで教養を高め、よき国際人
を目指す

水曜の午前
（月3回） 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、128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合せください。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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朗
読

オコサの会 いろいろな絵本で学びあい、親睦を深める。子育て支援セン
ターでのボランティア 2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 2,000/月

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
人間性の向上を図る 2か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 2,000/月

ドラマティックリーディング宙音 ドラマティックリーディングに関する表現活動を行う動きを
つけた朗読をやっています 2,4水曜の午前 2,000/月

文
芸
・
教
養

短文を書こう会 所定のテーマで全員が短い文章を書き合評し、会員相互の
親睦を深める 2水曜の午後 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 4,000/年

400字の会 400字のエッセイを書くことによって、会員間の親睦を深め
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11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 8,000/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金曜の午後
　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

3火曜の午前 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 2,4月曜の午後 1,000/3ヶ月

旧暦の会 旧暦に関する学習活動 月1回 500/月

歴
史
・
文
化

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） 400/回
+1,000/年

土曜クラブ 国内外の歴史・風土や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
(月１回） 必要時徴収

生活文化を語る会 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

世界の生活文化研究会 世界の生活文化とその背景（歴史・政治・宗教・風土等)や、
世界遺産について研究する

3土曜の午後
（月1回） 1,000/年

多摩地域近現代史を学ぶ会 アジア・太平洋戦争の実相を学ぶとともに、多摩地域への影
響を横断的な交流と学習を通じて理解する 月1回程度 500/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

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
相互の親睦を図る

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 500/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土曜の午後
（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水曜の午後 2,000/月

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

スケッチ300 多摩地域の公園等で、水彩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
（材料費別途徴収）

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

（材料費含む）

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・材料代

として3,500/回

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

府中組紐同好会 組紐の普及伝承活動 月2回 2,000/月

コスモス手描染の会 モダーン手描染の技術の向上 月2回 3,000/月

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）
（学報の発行　年3回） 毎週木曜の午後 会員5,000/年

非会員500/回

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

多摩交流センターだより
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暮
ら
し・福
祉

NPO法人　全国生涯学習ネットワーク 生涯学習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

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：10回/年
ユネスコ自由大学：3回/年 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

TAMA健康茶論の会 健康で長生きするための知識や技術について学習する 3か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 1土曜
（月1回） 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 年4回程度 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

ラッキーの会 心穏やかな生活を送るワザを深める 月1回 1,000/月

楽しい菜園18 無農薬栽培の知識をもとに地域の家庭菜園の運営向上を
図る 年4回程度 1,000/年

多摩地域労働相談センター
社会的に問題となっている労働や貧困と向き合うため、多摩
地域において無料の労働相談を行い、労働問題の社会的な
解決を目指す

不定期 なし
（適宜ｶﾝﾊﾟ徴収有）

野
外
活
動

みきの会 植物観察を通して会員相互の親睦を図る 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/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 1,000/年

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） 700＋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

+材料費500

自分磨きの美色講座の会 「色彩で地域を華やかに」をテーマに「色」をつけ、景観をカ
ラフルに地域の活性化を目指す 不定期 1,000/月

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、地域の活性化を目指す 不定期 5,000/年

※掲載内容は各団体からの申出によるものです。

会議室の利用について
　会議室の利用希望が他団体と重なった場合は、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（白黒 0.6 円 / 枚、カラー 5 円 / 枚、用紙は各自用意）、コピー機（白黒 10 円 / 枚、カラー 30 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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広域的市民ネットワーク活動等助成事業紹介

日　時 2019年5月19日（日）14：00開演（13：00開場）
場　所 八王子市芸術文化会館いちょうホール　大ホール　
  （ＪＲ八王子駅徒歩13分又はバス3分　京王八王子駅バス5分　「横山町三丁目」又は「八日町一丁目」下車）
入場料 Ｓ席 2,000円　Ａ席 1,000円
内　容  八王子市、日野市、多摩市、国立市など多摩地区の広域の市民100名の中高年者の集うアマ

チュア合唱団の演奏会です。
 ○フォーレ　レクイエム　　
 　指揮　神宮章　ソロ　藤谷佳奈枝（ソプラノ）　竹内利樹（バリトン）
 　アンサンブルＪ合奏団
 ○Ｐｕａ Ｌａｎｉ Ａｌｏｈａ　～日本とハワイを結ぶ花のメドレー～
 　指揮　熊坂麻由美　ピアノ　松嶋弥生　
 　 吉岡弘行氏に委嘱した、ハワイアン風アレンジでの編曲の初演。「アロハオエ、バラが咲い

た、みかんの花咲く丘、南国の夜、りんごの唄、恋人を奪った風、花」をメドレーで。ハワイア
ンバンド「レモングラス」、フラダンス「フラ　プルメリア」とともに。

主　催 アンサンブルＪ合唱団
問合せ TEL 042-665-8831（長田） ホームページ http://ensemblej-chorus.com/
 チケット取り扱い 八王子市学園都市文化ふれあい財団　TEL　042-621-3005

アンサンブルＪ合唱団第11回定期演奏会　フォーレ　レクイエム他

日　時 2019年6月2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、東京では珍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2.5ｋｍ。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、一般の方向けアトラクションも用意する予
定です。

参加費 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
主　催 NPO法人奥多摩カヌーセンター
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
 ホームページ http://www.okutamacanoe.jp/festival/

奥多摩ふれあいカヌーフェスティバル2019　同時開催 第25回奥多摩カップカヌー競技大会

 内  容  清瀬・東久留米・小平・東村山・東大和の５つの地域で、子どもを中心に、大人が協力して、「自然・歴史・文化」の再発見のため
の「かるた作り」に挑戦します。そこで知り得た昔話をもとに、プロによる「創作劇と発表のワークショップ」を体験します。そし
て、昔ながらの横町の人情に触れる機会として名古屋の演劇集団「ひと組」による人情悲喜劇を描いた作品「いらんきゃーも」
の舞台鑑賞。最後は５つの地域が集結し「かるた大会」で交流。このような連続した文化芸術活動を通して、子どもたちが暮ら
している街を我が街と実感できるように、地域への愛着と理解が深まることを目指した活動です。

 ＜知る＞2019年6月〜10月「地域再発見かるた作り」
 　　場 所　清瀬・東久留米・小平・東村山・東大和の５市各地域開催
 ＜体験・表現＞2019年10月14日（月・祝）「昔話現代版創作劇&発表」ワークショップ
 　　場 所　東大和市内（予定）
 ＜鑑賞・交流＞舞台鑑賞「時代横町・いらんきゃーも」（ひと組）
 　　日 時　2019年12月21日（土）19：00開演（予定）
 　　場 所　東村山市立中央公民館ホール（西武新宿線東村山駅より徒歩２分）
 　　参加費　子ども1,500円・大人2,500円
 ＜地域交流＞2020年1月5日（日）「５地域再発見かるた大会」&「駄菓子パーティ」
 　　場 所　ルネこだいらレセプションルーム
主 催　多摩北部こども文化実行委員会
問合せ　TEL 080-9290-2611（徳原）　E-mail hmy.kogeki@jcom.home.ne.jp

文化芸術を通じた子どもの地域再発見
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〇　いよいよ『令和』元年の初めての月となる5月になりまし
た。

　　今年のGWは、新天皇ご即位で休日がつながり、10連休
となっている人も多いと思います。新たな時代が平和で豊
かな時代となるよう祈念するとともに、お休みとなる人は
この機会にたっぷり休養を取り、英気を養っていただきた
いと思います。

〇　『平成』の日本は、近現代において初めて戦争経験のな
い時代となりましたが、噴火や地震、津波、豪雨などの自
然災害は全国で頻発しました。

〇　今日、世界では長く続いてきたこれまでの秩序やパワー
バランスが変化しつつあります。多くの先進国で保護主義
が台頭し、その流れが強くなってきています。また、地球
環境問題への対応・取組なども世界共通の大きな課題とし
て挙げられています。

　　一方、日本では東京2020オリンピック・パラリンピック
競技大会に向けて、お祭りムードが一段と盛り上がってい
く局面にあります。しかし、五輪後の経済情勢については
ピークアウトが見込まれ、経済界を含む各方面から景気の
落ち込みが懸念されています。

〇　明るい未来像が描きにくい今日です。確実に起こると予

測されるのは、何も手を打たなければ日本の人口減少に拍
車がかかり、少子化による労働力不足と高齢化に伴う社会
保障費用の増加が重く社会にのしかかるということです。
そのため、効果的な処方箋が必要となります。また、災害
発生等の原因と言われる地球温暖化についても、温室効果
ガス排出抑制の緩和策だけではもはや対応できず、被害を
軽減するための適応策を推進しなければなりません。さら
に、30年以内に発生する確率が高く、大きな被害が危惧
されている巨大地震（首都直下70％、東海87％、東南海
60％）にも備えなければなりません。

〇　恐ろしい予測ばかりが並びます。しかし、危機に対して
は、「起こる前は悲観的に予測し、起こったら楽観的に対応
せよ！」という言葉があります。

　　未来は今日明日の日々の続きにあります。時代が変わって
も、予測される危機を回避・軽減する対策を講じ、将来に向
かって今日できることを精一杯行うことが大切と考えます。

〇　当調査会も東京の市町村のシンクタンクとして調査研究
やシンポジウム、みどり東京・温暖化防止プロジェクト、
広域的市民ネットワーク活動等の助成など様々な事業を通
じて、新たな時代を迎える多摩・島しょ地域のお役に立て
るよう、努めてまいります。 （M.N）

編 集 後 記

☆ 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

1. 新規申請事業　4 事業（3 団体）
事業名 団体名 事業実施予定日 実施予定場所

1 ＴＯＫＹＯいなかフェスティバルｉｎ日の出町 ＴＯＫＹＯいなかフェスティバル実行
委員会

2019年6月30日（日）・
10月19日（土） ひので肝要の里・日の出山荘

2 第3回多摩地区26市町対抗囲碁団体戦 多摩地区市対抗囲碁団体戦実行
委員会 2019年9月1日（日） 調布市市民会館「たづくり」

3 アンサンブルＪ合唱団定期演奏会 アンサンブルＪ合唱団 2019年5月19日（日） 八王子いちょうホール
4 『第九』を神宮章と広域エリア市民で歌う会 アンサンブルＪ合唱団 2019年12月25日（水） オリンパスホール八王子

2. 継続申請事業　7 事業（7 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 2019年4月29日（月・祝） JR奥多摩駅～奥多摩むかしみち
～奥多摩湖

2 奥多摩ふれあいカヌーフェスティバル2019 特定非営利活動法人
奥多摩カヌーセンター 2019年6月2日（日） 奥多摩町氷川渓谷

～白丸湖特設カヌーコース

3 檜原村お祭り見学会
～郷土芸能と保存会の想いに触れる～ 檜原学芸社 2019年8～9月 檜原村内各所

4 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 2019年12月21日（土）ほか 東村山市立中央公民館ホールほか
5 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 2019年10月13日（日） 東京都立奥多摩湖畔公園  山のふるさと村
6 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 2019年10月～2020年1月 払沢の滝周辺店舗
7 払沢の滝冬まつり 払沢の滝冬まつり実行委員会 2019年12月～2020年3月 檜原村内払沢の滝周辺店舗

＊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。

　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31（2019）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

訂正とお詫び
本紙4月号（Ｎｏ67）の6ページに掲載いたしました評議員の名簿に誤りがございましたので右記
のとおり訂正いたします。関係各位に多大なご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。

日野寺市長 → 日野市長
（誤）　　　  （正）



 

　

←◆日の出山山頂【表紙】
JR五日市線「武蔵五日市駅」より
西東京バスつるつる温泉行「松尾」 徒歩約90分
←◆白岩の滝
JR五日市線「武蔵五日市駅」より
西東京バスつるつる温泉行「白岩滝」 徒歩約20分

◆シダレアカシデ（幸神神社）→
JR五日市線「武蔵五日市駅」より

西東京バス福生行き「大久野中学校」　徒歩3分
［情報・写真提供］
日の出町産業観光課　TEL 042-597-0511

宝鏡寺●宝鏡寺●

大久野保育園●大久野保育園●

大久野中学校
バス停

大久野中学校
バス停

平井川
平井川

幸神神社不動尊●不動尊●
熊野神社●熊野神社●

松澤寺●松澤寺●
白岩滝バス停白岩滝バス停

松尾バス停松尾バス停日の出山

白岩の滝

再生紙を利用しています。

【発行日】2019年5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ったりするなど、マナー違反にならないようにね！

日の出町第17回 

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「白岩の滝」と「シダレアカシデ」を紹介するよ。

　白岩の滝バス停から白岩橋を渡り、15分ほど歩いた「白岩の滝遊
歩道」の入り口付近にあるよ。付近には大小17の滝が連続していて、
その中でも最も大きいのが白岩の滝なんだ。この辺りの滝は雨乞い
の滝とも呼ばれ、かつては雨乞いの儀式も行われていたそうだよ。
　ハイキングコースになっていて、山歩きをした後に温泉を楽し
むこともできるよ。

　幸神（さちがみ）神社の近くにある国の天然記念物だよ。アカ
シデの変種で、樹齢700年を超えるともいわれ、枝がシダレ状に伸
びているのが特徴なんだ。
　パワースポットとも言われていて、幸神神社というご利益があ
りそうな名前の神社に参拝することで、更に運勢がよくなるかも
ね。

・�入梅時期には水量が多くなって、良い写真が撮れる
　かもしれないよ。
・�ハイキングコースなので様々な自然の風景も撮影できるよ。

・�新緑の頃もいいけれど、冬の時期に枝振りを眺める
　のもお勧めだよ。
・�傾斜地に生えているので、上からでも下からでも迫力のある写真
が撮れるよ。

白岩の滝 シダレアカシデ
＠WATAGE ＠WATAGE

撮影のPOINT ! 撮影のPOINT !


