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当日の構成
（予定）

　空き家の問題は本来、個人財産上の問
題ですが、長期間放置されることにより倒
壊の危険性が高まるほか、ごみの不法投
棄や放火の不安等、地域住民の生活を脅
かす原因となる恐れがあります。その為、
人口減少が始まった全国各地の自治体を
はじめとして空き家対策事業を実施する
動きが広がっています。
　約十年後には多摩地域の多くの自治体
の人口が減少するとみられますが、人口減
少率が微小でも約４００万の人口を抱え
ている多摩地域では、空き家の発生数は
爆発的に増える可能性があります。
　このシンポジウムでは効果的な空き家
対策事業や条例などについて解説するほ
か、行政だけでなく、地域（住民）全体で空
き家対策を行っていく重要性や可能性を
考えてみたいと思います。

※長崎市資料より

どうなる？空き家？

日時：平成２６年７月２４日（木）13：30～（予定）
会場：府中グリーンプラザ本館2階 けやきホール（府中市府中町1-1-1）
申し込み方法や詳細は
「ぐるり３９」７月号に
掲載予定です。

はじめに
●「外部不経済を生む空き家」「空き家発生のメカニズム」
基調講演
●「空き家除却の課題と空き家条例の解説等」
調査研究結果より
●「多摩地域の空き家推計と地域で取り組む空き家対策の重要性」
パネルディスカッション
●「様々な主体による空き家対策～民の力を活用して～」

自治体の空き家対策の現状と今後の多摩地域を考える

予告
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　東京都市長会、東京都町村会及び東京市町村自治調査会では、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」と「多摩・島しょスポーツ振興事業助成事業」を実施します。

平成26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や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などを通して、多摩・島しょの魅力を高めることを目的としています。複数の多摩・島しょ地域の市
町村が連携組織を構成し、子ども体験塾や一般連携活動を実施しています。今回は、平成26年度に実施予定の事業に
ついて紹介します。

子ども体験塾 事業一覧（助成額：事業費の8/10を助成、助成上限額：１連携組織につき、連携する多摩・島しょ地域の市町村
数や人口により、年間助成限度額（500万円・800万円・1,200万円）以内、助成年限なし）

連携組織の名称 事業名 構成自治体等

1 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

2 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

3 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

4 稲城市・町田市・多摩市子ども体験塾
実行委員会

1  音楽の世界を感じてみよう！ 触れてみよう！ 
   夏休み子ども音楽会
2  ファッションデザイン、ファッションモデルを
   体験しよう！

稲城市、町田市、多摩市

5 ５市共同事業実行委員会 ５市共同事業「子ども体験塾」 武蔵野市、三鷹市、小金井市、
国分寺市、国立市

6 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

7 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

8 青梅・羽村子ども体験塾実行委員会 子ども発掘体験 青梅市、羽村市

9 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 立川市、昭島市、東大和市、武蔵村山
市、昭和飛行機工業株式会社

10 多摩北部広域子ども体験塾
実行委員会

『多摩六都地域の
こだわりのものづくりを学ぶ』

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

11 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　小中学生駅伝大会と著
名講師によるランニングクリニック あきる野市、日の出町、檜原村

12 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

13 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 多摩市、稲城市、長野県富士見町

14 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

15 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

16 青梅市、福生市、羽村市子ども体験
塾実行委員会

子どもひこうき展
－つくってみよう！飛んでみよう！－ 青梅市、福生市、羽村市

17 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

18
平成２６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
2 オーケストラ・ワンダーランドへようこそ 日野市、八王子市

19 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
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一般連携活動 事業一覧（助成額：事業費の10/10を助成、助成上限額：1連携組織につき、年間500万円以内、助成年限：3年）
連携組織の名称 事業名 構成自治体等

1 ５市情報システム連絡会 情報セキュリティ相互外部監査 あきる野市、昭島市、福生市、羽村市

2 二市行政課題研究会 債権管理適正化の推進と共同収納体制の確
立に向けた研究 小金井市、三鷹市

3 多摩地域魅力発見隊育成研究会 多摩地域魅力発見隊育成講座事業 八王子市、羽村市、昭島市

4 秋川流域ジオパーク推進会議 秋川流域ジオパーク推進事業 あきる野市、日の出町、檜原村

5 多摩都市モノレール上北台・箱根ケ
崎間延伸に関する共同研究会

多摩都市モノレール上北台・箱根ケ崎間延伸
に関する共同研究事業 武蔵村山市、瑞穂町

6 東京ヴェルディ応援ホームタウン実
行委員会

稲城市、日野市、多摩市、立川市合同サンクス
マッチ 稲城市、日野市、多摩市、立川市

7 市制施行５０周年記念共催事業実行
委員会

「新たな発見！魅力必見！みんなでつくるみん
なの宝探しin東村山＆国分寺」 東村山市、国分寺市

8 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

奥多摩町、日野市、多摩市、府中市、調
布市、狛江市、山梨県小菅村、山梨県
丹波山村

9 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

10 多摩川流域７自治体交流イベントラ
リー実行委員会 多摩川流域７自治体交流イベントラリー

日野市、府中市、多摩市、稲城市、調布
市、狛江市、川崎市、多摩川流域懇談会

（特別参加）

11 多摩３市うまいものフェア
実行委員会 多摩３市うまいものフェア 東大和市、武蔵村山市、狛江市

12 昭島・福生・羽村観光推進協議会 昭島・福生・羽村観光圏活性化事業 昭島市、福生市、羽村市

13 多摩地域公共施設マネジメント
研究会 公共施設マネジメントセミナー等 小平市、武蔵野市、三鷹市、府中市、多

摩市

14 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

15 人材データバンク研究会 退職職員等人材データバンクの構築事業 調布市、武蔵野市、小金井市

「多摩・島しょスポーツ振興事業助成事業」
　本事業は、多摩・島しょ地域の市町村が実施するスポーツの振興に資する事業に対し助成金を交付し、子どもの体
力・運動能力の向上や住民の健康増進及びスポーツ人口の拡大を図ることにより、多摩・島しょ地域のまちの活性化及
び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」、「ス
ポーツを通じた地域活性化等に資する事業」の３事業となります。
　今回は、平成26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（助成額：1市町村につき年間200万円、助成期間：平成24年度〜平成26年度の3カ年）
市町村名 事業名 実施時期（予定）

1 八王子市 スポーツ推進イベント 開催日未定（11月予定）

2 立川市 地域スポーツクラブジュニア育成補助金 5月～平成27年１月

3 武蔵野市 ファミリースポーツフェア２０１４特別イベント
「からだを動かすってたのしい！」親子で体操 ４月29日（祝）

4 青梅市

子どもわくわく体力アップ推進事業
～走るの大好き青梅の子～ 4月～平成27年2月

スポーツ講演会 開催日未定（12月～平成27年2月予定）

5 府中市 ふちゅうロープチャレンジ∞ 4月～平成27年3月

6 昭島市
市民綱引き大会 開催日未定（11月予定）

昭島市制60周年記念スポーツ振興イベント 10月13日（祝）

7 町田市
出張！サッカー&スポーツ栄養学 7月～平成27年3月

スポーツイベント 10月4日（土）または10月19日（日）

8 小金井市 チャレンジデー事業 5月28日（水）

9 小平市 ＦＣ東京選手によるトークショーとサッカー教室 開催時期未定（選手オフシーズン）

10 日野市 ひのっ子体力アッププラン（走力向上） 4月～平成27年3月

11 東村山市 「スポーツの力で町に笑顔を！」プロジェクト 9月7日（日）及び平成27年1月25日（日）

12 国分寺市 史跡駅伝事業 12月6日（土）

13 国立市
くにたちみんなのスポーツプラン 平成27年3月22日（日）

スポーツ夢プラン 平成27年2月15日（日）

14 福生市 ジュニアスポーツ体験・育成事業 4月～平成27年2月

15 東大和市 東大和市ボウリング大会（教室） 8月3日（日）または8月10日（日）

16 清瀬市 小・中学生の競技力向上事業 開催日未定（11月～平成27年2月予定）

17 東久留米市 子どもの体力運動能力向上事業 4月～平成27年2月

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 9月20日（土）

19 羽村市 小・中学生サッカー技術力向上事業 10月26日(日)及び11月30日（日）

20 あきる野市
著名指導者による卓球教室と講演会 開催日未定（8月予定）

著名指導者によるソフトテニス教室とパネルディスカッション 開催日未定（12月予定）

21 西東京市 子どもの競技力向上短期集中講座 ７月22日（火）～8月29日（金）

22 日の出町 多摩・島しょスポーツ振興事業 元プロ野球選手による講演会 開催日未定（11月～12月予定）

23 檜原村 檜原村スポーツ教室 開催日未定（8月中旬及び9月中旬予定）

24 利島村 ジュニアサッカー育成事業 4月～平成27年3月

25 新島村 子どもの競技力向上スポーツ教室事業 開催日未定（9月～11月予定）

26 神津島村 島しょサッカー大会地域活性化事業 開催日未定（9月～11月予定）

27 御蔵島村 御蔵島村民スポーツ教室 開催日未定（8月～平成27年3月予定）

28 青ヶ島村

青ヶ島サッカークリニック 開催日未定（10月予定）

レイ作りとフラ教室 4月～平成27年2月

丸山 秋のウォーキング大会 開催日未定（11月予定）

体と心ほぐし教室 5月～平成27年2月
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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947回 7月3日（木）
14:00から 丹法の要旨、源流とその応用 岡部　守成　氏

（気功太極拳指導者、東洋哲学・東洋医学研究者）
西東京市民会館

（西武新宿線田無駅北口徒歩7分）

第948回 7月10日（木）
14:30から 武蔵野の雑木林を今に活かす

椎名　豊勝　氏
（（一社）日本樹木医会副会長、
小平市緑化推進委員会委員長）

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949回 7月13日（日）
14:00から 目・耳・手で病気をみつけよう 芦澤　直文　氏

（元横浜逓信病院院長）
コール田無イベントルームAB

（西武新宿線田無駅北口徒歩7分）

第950回 7月24日（木）
14:00から 最近世界で起きていることの意味 河東　哲夫　氏

（元外交官）
西東京市民会館

（西武新宿線田無駅北口徒歩7分）

第951回 7月31日（木）
14:00から 英語面白雑学講座 井土　一雄　氏

（出直し英語教師）
田無公民館

（西武新宿線田無駅南口徒歩3分）

☆申し込みは必要ありません。直接会場へお越しください。
[問合せ先]　TEL 042-465-3741（浅田）　　TEL 0422-52-0908（菅原）

（会員は受講料無料・会員外は7月10日を除き、１回につき500円）

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

特定非営利活動法人

東京雑学大学

多摩発・遠隔生涯学習講座

7 月 講 義 案 内

6月・7月予定の講座案内

インターネット
放送による

日　時 平成26年6月12日（木） 14：30から約1時間
題　名  生涯学習と望星学塾
講　師 橋本  敏明　氏     
　　　  （学校法人東海大学常務理事、望星学塾副塾長、
　　　　東海大学体育学部教授）
内　容  1936年、松前重義が数人の同志とともに開いた

私塾が「望星学塾」です。「国づくりの基本は教育
にあり」との理想を掲げ、日本や世界の将来を論
じ合う青年たちの教育道場でした。現在の東海
大学の原点である望星学塾は教養講座、講演会
などを中心とした生涯学習、柔道教室などの青少
年教育の場として活動しています。

日　時 平成26年7月10日（木）14：30から約1時間
題　名  武蔵野の雑木林を今に活かす
講　師 椎名 豊勝 氏
　　　  （一社）日本樹木医会副会長・東京都支部長、昭
           島市環境審議会会長、小平市緑化推進委員会委
           員長）
内　容  京に聞こえた荒漠たる原野としての武蔵野 ・徳川

家康の入城 ・玉川上水の完成 ・吉宗－大岡越前
－川崎平右衛門の新田開発 ・開拓農民の生活と
雑木林 ・国木田独歩による雑木林の美の発見 
・雑木林が抱える課題とは・生物多様性の雑木
林 ・雑木林の魅力とは・今に活かす雑木林

○受講料　無料（ただし資料代100円）　　○サテライト会場　武蔵野市かたらいの道（125回のみ）
○講座場所　 多摩交流センター 第2会議室（申し込みは必要ありません。直接会場にお越しください）
○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 080-3427-9848（高原）　TEL 0422-52-0908（菅原）

124回 125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
わかりやすい 

ギリシア神話と聖書物語
五條 吉和

ギリシア神話のちょっとした知識と目で読む聖書である宗教画がわかると西洋文化は
瞬時にして身近な存在に変わります。歴史・文化を名画で学ぶという試みです。ともす
れば敬遠されがちなこの西洋文化の二大源流を、画像による解説・解読で楽しく学びま
す。目からウロコが落ちることをお約束します。 

６ヶ月コース
毎月1回・全6回

第１月曜日 （第１回は１０/６） 
１０：００～１２：００ （３２名） 

No．2
ゆったり、健康ヨーガ

大森 澄子

ヨーガが初めての方、身体が固い方が無理なく出来るポーズを中心に行います。身体を
ゆるめ温めてから呼吸に合わせて行い、色々なポーズをまんべんなく行う事で関節が
整い、血液が淀みなく流れ、神経も整い、身体の隅々まで活性化されます。若々しい身体
を作っていきましょう。 

10ヶ月コース
毎月２回・全２０回

第１・３月曜日 （第１回は１０/６）
１４：００～１６：００ （２６名）  

No．3
初めての楽しいオカリナ

松浦 真一

オカリナはやわらかく優しい音色をもち、吹く人や聴く人の心を癒してくれる楽器です。
誰でも簡単に音を出すことができる楽器ですが、息づかいや吹き方で微妙に音程が変わ
る難しさもあります。基本的なことから、ゆっくりていねいに進めていきます。一緒に楽しみ
ましょう。（教則本代 1,680円 希望者には初心者用楽器オカリナアルトＣ管 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１０/７）
１０：００～１２：００ （２６名）  

No．4
バレエストレッチ

細川 富代

バレエは、どんな筋肉を使って踊っているのでしょうか？意外にもバレエに必要な筋力
やストレッチは、日常生活の姿勢維持や肩こりに効果のあるものもあります。逆に日常
使う事の少ない筋肉も使います。呼吸法を取り入れ、腹背筋、股関節、上体や足のスト
レッチを中心に、講座後半は簡単なステップで踊りましょう。 

６ヶ月コース
毎月２回・全１２回

第２・４火曜日（第１回は１０/１４）
１０：００～１２：００（２６名）  

No．5
楽しい無農薬野菜作り

古谷 正

上手に野菜が作れないと言う声をよく聞きます。それは野菜が生育する要因の理解が
不足しているためです。良い土作り、適切な管理で丈夫な野菜を作りましょう。畑の耕し
方、肥料の施し方、種のまき方、管理の仕方など写真やイラストで図解し、学びます。試
験場や里山の家庭菜園などの見学および実習も予定しています。（教科書 「家庭菜園
だからできる無農薬栽培」 1,000円 見学会・実習：交通費は各自負担）

10ヶ月コース
毎月２回・全２０回

第１・３水曜日 （第１回は１０/１）
１０：００～１２：００ （３２名） 

No．6
元気をひき出す

足もみ健康法（官足法）
宗像 波子

万病は足の汚れ（老廃物）がつくると言います。「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もどし体に眠っている「元気になる力」を引き出していきます。足は
体の不調を写す鏡、痛みやしこり等の症状としてメッセージを伝えています。自分の治ろうと
する力を信じて…足と向き合ってみませんか？（官足法教本 970円、足もみ用棒 650円）

６ヶ月コース
毎月２回・全１２回

第１・３水曜日 （第１回は１０/１）
１４：００～１６：００ （２６名） 

No．7
語り朗読 ～音めくり～

原田 晴美

大きな声を出す機会が減ると、想いも表現しづらくなります。簡単なストレッチ、発声に
始まり朗読を通して表現、言葉を伝える楽しさを感じてください。お腹からの自分本来
の声で表現していくことが大切です。生れもっている心身と呼吸と声を使って元気にな
る楽習をしていきましょう。 

10ヶ月コース
毎月２回・全２０回

第２・４水曜日 （第１回は１０/８）
１４：００～１６：００ （２６名）  

No．8
薬剤師と学ぶ

～体・心・脳の活き活きアロマ生活～
高原 千芙美

植物の香りを体験し、いろいろなタイプのアロマ品を作ります。香りによる脳の活性化と、
季節の体調、疲れた心のサポートなどのケア、アロマ美容などを漢方精油やハ ーブも教
材にして学びます。医療に使われている高品値の精油での効果的なブレンドを紹介しま
す。“アロマの達人”になり活き活き生活を送りましょう。（実習材料費 毎回 800円） 

６ヶ月コース
毎月２回・全１２回

第１・３木曜日（第１回は１０/２） 
１０：００～１２：００ （２６名） 

No．9
大人のためのカラーワー

クショップ体験会
佐々木 染子

第２の脳と言われる手指を色素材にふれて動かすことで、脳を活性化しリフレッシュで
きます。リラックスＢＧＭ等で五感をより刺激しながら、上手下手の関係なく創作体験し
ます。互いに作品を鑑賞する時間から発見や驚きが生まれ、わかち合う楽しさ・面白さ
は前向きな気分を引出してくれるでしょう。（画材料費 1,150円） 

６ヶ月コース
毎月１回・全６回

第４木曜日 （第１回は１０/２３） 
１４：００～１６：００ （２６名）  

No．10
『日本永代蔵』に
 人間の欲望を見る

和田 博通

井原西鶴の代表作『日本永代蔵』（1688年刊）は、町人に蓄財を勧め、そのための方法
を説いた小説です。従って西鶴は、人間の欲望を基本的には肯定しますが、あらゆる欲
望を容認するのではありません。この講座では欲望を動機とする人間の行動を西鶴が
どのように描いたかを、読み解いてみようと思います。

６ヶ月コース
毎月２回・全１２回

第２・４木曜日（第１回は１０/９） 
１８：３０～２０：３０ （３２名） 

No．11
古文書解読入門

芭蕉直筆の『奥の細道』を読む
淺原 雄吉

誰もが知っているあの名文、芭蕉の「奥の細道」直筆本を教材として、古文書の解読に
どっぷり浸かる１０ヶ月です。古文書が読めるようになると、①残りの人生に新たな目標
ができます。②郷土史への関心が高まり、地域への貢献に寄与できます。③歴史・美術
鑑賞の楽しみが倍増します。この機会にあなたも古文書への一歩を。

10ヶ月コース
毎月２回・全２０回

第１・３金曜日（第１回は１０/３） 
１４：００～１６：００ （３２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26年10月～平成27年3月　【10ヶ月コース】平成26年10月～平成27年7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26年１０月開講 塾生募集案内
【募集期間 平成 2６年 ６月 1日（日）～平成 26年 ７月 15日（火）】 

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．12
講談大学

～誰でも講談師になれる！～
若林 鶴雲

講談は５００年の伝統話芸です。幕末から明治期には各町内に一つは釈場（講談の定席）
があると言われたほどの人気でした。浪花節、落語さらには映画やＴＶに押されて影が薄
くなっていますが、格調高い語り口は日本の話芸として今も根強い人気があります。講談
の歴史を学び、みんなで講談を覚えて発表会をやりましょう！(教材費：張扇製作 300円)

10ヶ月コース
毎月２回・全２０回

第１・３土曜日（第１回は１０/４） 
１8：３０～２０：３０ （２６名）  

No．13
海外勤務の体験から
学ぶアジアの事情

土屋 勝邦

２０数年に及ぶアジア勤務で遭遇した数々の体験をもとに「バンコック空港の一週間」
「食の宝庫・東南アジアと回転寿司」「カンボジアの内戦に巻き込まれて」など。老若男
女を問わず興味深い具体例を図表、写真等、多様な手法を使ってわかり易く解説します。
視野が広がり、今までとは異なる視点から海外が見えてきます。（教材費：カラーコピー代 
全回分 300円）

6ヶ月コース
毎月１回・全６回

第３土曜日 （第１回は１０/１８） 
１４：００～１６：００ （３２名）   

No．14
フランス語でシャンソンを

うたいましょう！
下野 淳子

シャンソンをフランス語で歌ってみたいと思いませんか？日本人には馴染みの深いシャン
ソンの歴史的背景や発音の仕方を学び、実際に大きな声で歌ってみましょう！簡単なスト
レッチをしますので毎回講座が終わる時には、心身共に軽やかになっています。フランス
語の知識は不要です。 

10ヶ月コース
毎月２回・全２０回

第２・４土曜日 （第１回は１０/11）
１０：００～１２：００ （２６名） 

No．15
不透明水彩（ガッシュ）で

絵を描きませんか
渡辺 泰助

水彩画というと、たっぷり水を含ませて、淡い色で仕上げるという印象が強いのですが不
透明水彩は、濃く溶いた絵具で早い段階から塗り始めます。後から重ねて塗ることで、色
を変えてしまうことも出来るので、失敗を恐れずに思いきって描くことができます。今ま
で、さらっとした絵を描いていた方も、重厚な絵を作れます。（教材費購入希望者は初回 
全品で 10,000円弱位）

10ヶ月コース
毎月２回・全２０回

第２・４土曜日 （第１回は１０/１１）
１４：００～１６：００ （２６名）

No．16
毛糸の

ワンポイント刺しゅう
中村 由美子

自宅で余っている毛糸等を使って、ワンポイント刺しゅうを楽しみましょう。刺し方の基本
から始め、オリジナルとタペストリー作りへ進みます。初心者の方から、もう一度おさらい
をしたい方まで、気軽に参加してください。（教材費：布など初回に全回分 1,000円）

10ヶ月コース
毎月２回・全２０回

第１・３日曜日 （第１回は１０/５） 
１０：００～１２：００ （２６名）

No．17
自己表現の手づくり本

岩﨑 博

絵画、写真、文芸など得意分野で自己表現した作品を、全工程手作業で一冊の本に仕上げ
ます。野外活動を１日実施し、その体験をそれぞれの作品に仕立て、それを世界でただ１冊
のマイブックとして形にする試みです。（教材費：資料・紙・ノリ・糸 500円 交通費各自負担）

６ヶ月コース
毎月１回・全６回

第２日曜日 （第１回は１０/１２） 
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）

【申込期間】 平成26年6月1日（日）~平成26年7月15日（火）<当日消印有効> 
・ 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、8月2日（土）に当選者のみ封書で発送致します。
・ 募集締切後、定員に満たない場合は、追加募集を致します。
　詳しくは多摩交流センターのHP及び多摩交流センター内で
　見ることができます。  

【 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抽選結果の中でお知らせ致します。
払込期限 8月21日（木）
・ 払込まれた受講料は理由を問わず返金致しません。（払込期限が過ぎた場合は失効） 

【 そ の 他 】 ・ 応募者が15名以下の場合は、開講しないことがあります。 
・ 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。
・ 保育施設はありません。 
・ 駐車場はありませんので車でのご来所はご遠慮ください。
・ 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致します。  

1 講座 No.  

2 講座名 

3 氏名（ふりがな）

4 〒・住所 

5 電話番号

6 年齢・性別 

〈はがき記入例〉

〒183-0056 切
手

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

多摩交流センターだより
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日　時 平成26年7月6日（日） 14：00開演
場　所 東大和市民会館 ハミングホール
 （西武拝島線東大和市駅 徒歩8分）
内　容  演奏をしている私達も、会場にいらっしゃるお客様も

一緒に楽しめる演奏会です。ぜひ一度、聴きにいらして
みませんか？

 ～楽器体験会をやります!!～
  憧れていたあの楽器、吹いてみたかったこの楽器・・・実際に楽器を手に

とって、音を出してみましょう。 開演前の短い時間ですが、様々な楽器
をご用意してお待ちしております。

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】 　http://dream-west.webnode.jp/ 
 　TEL 042-439-4336（川崎）

ドリームウェストウィンドオーケストラ 第5回定期演奏会

日　時 平成26年6月22日（日） 10：30～14：00
場　所 東村山市立中央公民館ホール
 （西武新宿線 東村山駅徒歩2分）
内　容  多摩地区親と子のよい映画をみる会5回目は、皆さ

んに読まれて25年（3200万部）大ベストセラーの
『かいけつゾロリ』シリーズ「きょうりゅうのたまご」
の映画です。ハラハラ、ドキドキしながら心が明るくな
ります。また、映画上映前には、キッズダンスサークル

『ＭＪ』による子どもたちのすてきなヒップホップダン
スがあります。映画後のワークショップでは、手作り工作やぬりえを楽し
んでいただけます（無料）。≪子どものこころに愛と希望・知恵と勇気を！≫
を今年もお贈りしたいです。ご家族やお友達を誘ってお出かけください。

入場料　前売券800円（3歳～大人）、当日券999円
【主　催】　多摩地区親と子のよい映画をみる会　
【問合せ】 　TEL・FAX 042-397-2861（朱通） TEL・FAX 042-395-0941（吉田）

第5回多摩地区親と子のよい映画をみる会

日　時 平成26年6月25日（水）～29日（日）の5日間
 10：00～17：00まで（最終日は16：00まで）
場　所 展示関係：府中市美術館市民ギャラリー
 コラボ会場：都立府中の森公園サービスセンター南側「石垣壁泉」
 …28、29日の2日間
内　容  この展覧会は、多摩地域でアンデパンダンの理念（無審査・無償）

を掲げて開くものです。特に、コラボ部門を「パフォーマンスイベン
トin府中」のタイトルで実施いたします。地元の作家及び表現者
の多種多様な作品・演出に接して、市民の皆様に楽しんでいただ
ければ、委員会として嬉しく思います。

入場料 無料
【主　催】　美術集団多摩アンデパンダン　公募第5回展実行委員会　
【問合せ】 　事務局 TEL・FAX 042-661-1591（工藤）

公募第5回多摩アンデパンダン展

広域的市民ネットワーク活動助成事業紹介
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多摩交流センターだより

TAMA市民塾 創立20周年記念シンボルマークへのご応募ありがとうございました。
　「ぐるり３９」12月号及び1月号にて公募しました「TAMA市民塾 創立20周年記念シンボルマーク」については、6件の応募をい
ただきました。ご協力ありがとうございました。

☆ 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　Eメール tama001@tama-100.or.jp
ホームページ　http://www.tama-100.or.jp/

「多摩交流センターだより」の問合せ先

日　　時 平成26年7月20日（日） 14:00~16:00
場　　所　 多摩交流センター会議室
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

TAMA市民塾・日曜講座のお知らせ

○　最近「謙信は立川に城を造った」という本を読みました。戦
国時代に北条氏との対立の前線基地として、多摩川沿いに
築城した城の跡地を検証するという内容でした。その跡地か
ら多摩川を挟んだ南西方向には、現在公園となっている滝山
城がありました。ご存じのとおり滝山城は北条氏が支配して
いた城でした。その当時から多摩川を挟んで武将が対立して
おり、その間を流れる多摩川は、防衛上重要な機能を持って
いたものと思われます。

○　多摩地域に暮らす我々にとって多摩川は、常に身近に存在
する水の流れです。水源としての機能はもちろん、貴重な自然
環境としての役割や、河川敷に整備された公園の利用、サイク
リングや散歩などのレジャーとしての機能も併せ持っていま
す。

○　昔も今も多摩川という水の流れは、生活をする上で切って
も切れないものとなっています。同様に、人工物ではあるもの
の玉川上水という水の流れもこの多摩地域の貴重な水流で

はないでしょうか。江戸の飲料水確保のために造られた水路
であり、多摩地域が東京都へ編入される一因にもなりました
が、その機能を終えて後も、多摩地域に貴重な緑を残し、住
民の方の憩いの場となっています。また、本流からは様々な分
水が地域の中を廻っていますが、その全体像をつかむことは
年々難しくなっているようです。

○　多摩地域を東西に横切る、多摩川と玉川上水は私たちに
水と緑を残してくれている貴重な財産であり、これからも生活
の一部としてより一層身近な存在となることを望みます。

○　当調査会でも、多摩交流センター開設20周年記念事業の
1つとして、「武蔵野台地と水」をテーマに共催事業・自主事
業を計画しています。(概要は6ページをご覧ください。詳細は
後日発表します。)その一環として、多摩の魅力を発見・体験・
創造する「(仮称)足で知る多摩の水」ガイドウォークを予定し
ています。ご期待ください。

  （Y・K）

編 集 後 記

戦国時代の城
ー「軍師官兵衛」が生きた時代の
    城郭の実像に迫る ー

【講　師】   三島 正之 氏
成城大学文芸学部文化史学科卒業。 全国の城郭を調査し
縄張図を作成。現存する城の遺構から築城者や築城年代を
考察する研究を長年続けている。特に武田氏・後北条氏・上
杉氏などの築いた城郭を中心に研究。
現在、中世城郭研究会会員。
著書：『川中島合戦と城郭』『中世城郭研究』20・21号 2006・
7年、『長野県の山城ベスト50を歩く』サンライズ出版 2013年

【内　容】　 戦国動乱の時代、日本各地には実に多くの城郭が築
かれました。その総数は5万城にも達するといわれて
います。なぜそんなに多くの城が築かれたのか、なん
の目的で築かれたのか、それらの城をめぐる史料がほ
とんど残っていないため謎に包まれています。
その謎を現在の残っている城の遺構を通して解き明か
していくのはなかなか知的でスリリングな研究です。
 今回は、ＮＨＫの大河ドラマ「軍師官兵衛」の同時代、
戦国時代末期の城郭を通して戦国武将達がどのよう
な形で戦いを繰り広げていったか、眺めていきたいと
思います。

第98回
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記事、写真提供：青ヶ島村  総務課
☎ 04996 - 9 -0111

第37回 青ヶ島村

　「あおちゅう」と呼ばれる
焼酎は、同一銘柄なのに杜
氏によって味が異なる何とも
不思議な焼酎。それぞれの
杜氏さんがそれぞれの造り
方でつくっており、かんも（さ
つまいも）掘りや麹の仕込み
など、ほとんどの工程を人の
手でひとつひとつ行っていま
す。そのため大量生産はでき
ませんが、それが幻と言われ
る理由の１つです。

　青ヶ島は世界でも珍しい二重式火山があり、そ
の内輪山である丸山の周辺では今でも地中から
蒸気が噴き出しています。「ひんぎゃ」とは島の言
葉で、その地熱蒸気が吹き出る噴気孔のこと。
　太平洋を流れる黒潮の海水を汲み、地熱のみ
を利用してじっくり時間をかけてつくられます。ま
ろやかな甘みを感じることができ、ひんぎゃの塩で
つくるオニギリは最高です。

幻の焼酎
『あおちゅう』

『ひんぎゃの塩』は自然の恵み


