
４
平成２５年４月１日発行（隔月刊）

多摩のかけはし
多摩交流センターだより　No.11３

公益財団法人 東京市町村自治調査会
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今月の内容
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2 広域的市民ネットワーク活動助成等事業紹介
　○4・5・6月開催イベント
多摩交流センター利用登録団体一覧
TAMA市民塾　日曜講座案内
「多摩のかけはし」のリニューアルについて
「表紙写真の募集」
編集後記

平成２５年度広域的市民ネットワーク
　　　　　  活動等事業助成一覧
多摩の魅力発見！
　○瑞穂町の酪農家
講座・講義案内
　○多摩発・遠隔生涯学習講座
　○東京雑学大学講義
第２０回TAMAとことん討論会　終了報告

「トールペイント」
（ヨーロッパの田舎　ウィークエンドの手工芸　会員作品）
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平成2５年度 広域的市民ネットワーク
活動等事業助成対象事業が決まりました。

1   新規申請事業　２事業 （２団体）

２　継続申請事業　１９事業（１７団体）

2

第 １１３号

①森林バス見学会：
　平成25年5月30日(木）
②森林学習会：
　平成25年6月21日(金)
③大気測定：6月6日（木）ほか
④報告集：平成26年2月 

 

　平成25年度の助成対象事業が次の21事業に決定しました。
　（公財）東京市町村自治調査会では、市町村の枠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。

第34回東京都市町村室内水泳記録会 東京都下水泳協会連合会

在日一世と家族の肖像・写真展

第15回朝鮮文化とふれあうつどい
＆フリーマーケット

第4回多摩地区親と子のよい映画をみる会
『マジック・ツリーハウス』(映画)、人形劇と
ワークショップ

チマチョゴリ友の会

チマチョゴリ友の会

多摩地区親と子のよい映画をみる会

事  業  名 団  体  名 事業実施予定日 実施予定場所

ドリームウェストウィンドオーケストラ

檜原の四季・お料理普及研究会檜原の四季を料理しよう！

第四回演奏会 清瀬けやきホール平成25年6月23日(日)
平成25年7月28日(日）

平成25年4月～平成26年3月 NPOのお店四季の里

事  業  名 団  体  名 事業実施予定日 実施予定場所

1

2

平成25年11月10日（日） 協栄スイミングクラブ町田

平成25年9月14日（土）・15日（日） 八王子労政会館

平成25年11月24日(日） 府中公園

平成25年6月22日（土） ルネこだいら

3

4

5

6

7

8

9

10

第7回生涯学習展
（ともに高めよう　地域の元気力）

東京都多摩地区生涯学習インスト
ラクターの会

平成25年10月19日（土）・
　　　　　　　20日（日） 調布市文化会館たづくり

東京シティコンサートブラス
第27回定期演奏会 東京シティコンサートブラス 平成25年6月15日（土） 府中の森芸術劇場

東京シティコンサートブラス
第28回定期演奏会 東京シティコンサートブラス 平成25年12月22日（日） 府中の森芸術劇場

歌う会第16回記念祭 歌う会　第16回記念祭実行委員会 平成25年9月28日（土） 小金井市民交流センター

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

＊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。

多摩のアーチストが集う公募第4回
多摩アンデパンダン展

第9回定期演奏会

ウィンズパストラーレ第４回定期演奏会

第7回北多摩合同演奏会

第52回定期演奏会

第四回協奏曲と合唱の調べ

払沢の滝冬まつり

山のふるさと村音楽祭

奥多摩セラピーウォーク

奥多摩ふれあいカヌーフェスティバル2013

多摩エンジョイ講座

美術集団多摩アンデパンダン

多摩かたつむりの会

ウィンズパストラーレ

北多摩合同演奏会実行委員会

平成25年6月26日（水）
～30日（日）

八王子市芸術文化会館
及びユーロード
（三崎町公園、中町公園、
横山町公園）

平成25年5月12日(日) 府中の森芸術劇場

平成26年2月23日（日） まろにえホール

平成26年1月19日（日） 東大和市中央公民館

八王子市民吹奏楽団 平成25年6月1日（土） オリンパスホール八王子

東大和フィルハーモニー合唱団 平成25年10月6日(日) 東大和市市民会館

払沢の滝冬まつり実行委員会 平成26年 1月～3月 檜原村払沢の滝周辺

山のふるさと村音楽祭実行委員会 平成25年10月20日（日） 東京都立奥多摩湖畔公園
山のふるさと村

セラピーウォーク実行委員会 平成25年4月29日（月･祝） ＪＲ奥多摩駅～奥多摩
むかしみち～奥多摩湖

特定非営利活動法人奥多摩
カヌーセンター

平成25年6月1日（土）･
　　　　　　2日（日）

奥多摩町氷川渓谷～
白丸湖特設カヌーコース

多摩のくらしを考える
コンシューマーズ･ネットワーク

①都民の森(檜原村)

②東京都多摩
　消費生活センター
③多摩地域幹線道路
　約110か所



搾乳機稼働中　清水牧場

清水さん
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「シリーズ　多摩の魅力発見！」　第２回

　多摩地域には、「知る人ぞ知る」というようなたくさんの魅力が隠れています。
　このシリーズでは、特産品などの製造所や加工所、また映画やドラマのロケ地など多摩地域に拠点があり、多摩
地域の魅力を発信している地域資源に注目し、地域とのつながりや取り組みなどを取材し紹介します。

▶全自動で24時間、牛から搾乳してくれる搾乳ロボットを
ご存知でしょうか？関東でも数えるほどしか導入してい
ない、このシステムを説明してくれたのは親子で経営して
いる清水牧場の清水
久央さん（息子さん）。
牛は乳が張ってくると
自らこのロボットのとこ
ろへ歩いていき、搾乳
をするそうです。牛舎
では牛は繋がれてい
ないため自由に歩き
回ることができますし、糞などもスクレーパーで自動的に
掃除される仕組みが施されています。
　デジタルなハイテク牧場を営む清水さんですが、地域
との繋がりの面ではむしろアナログな面を重視している

ようです。トラックに乳牛
を乗せ瑞穂町内のみ
ならず近隣市の小
学校に出かけ、搾乳
体験を行ったそうで
すし、地域のまちづ
くりの促進のために
仲間たちとアイデア

を出し合ったり、力をあわせてNPO法人FLAGの設立を
進めているそうです。
　そんな清水さんは今後、６次産業化を視野に入れ、
牛乳や野菜、花などを使って、まちづくりをしていきたいと
力強く語っていらっしゃいました。

瑞穂町の酪農家 （西多摩郡瑞穂町）

臼井農園
☎ ０４２-５５７-１８９７

清水牧場
☎ ０４２-５５７-３５０５

臼井牧場牛舎

臼井さん

▶「おいしい牛乳を作るので沢山飲んでください」と語って
くれたのは西多摩郡瑞穂町で先代から続く臼井牧場を
営んでいらっしゃる臼井順央さん。友人と10ヶ月をかけて
手作りをしたという牛舎には20頭ほどの牛が飼育されて
います。住宅街の近郊で酪農をするため、臭いには気を
遣っているとのお話のとおり、牛舎は臭いが気になりま
せん。

　臼井牧場では隣の
山で、例年11月に開園
するみかん園も営んで
います。そこは、富士山
をはじめ西に開けた
町並みが眼下に広
がり、絶景です。地域
の幼稚園、学童保育

所やボーイスカウト、町内外からもお客さんが訪れている
そうです。こんな景色を見ながら、みかん狩りをしてお弁当
を広げたらどれだけ楽しいだろうと想像が膨らみます。
　臼井さんは瑞穂町に７件ある酪農家の組合長を務め
ていらっしゃいます。
瑞穂町の酪農家を繋
ぎ、牛乳、酪農の普及
理解に努めており、瑞
穂町の産業まつりで
は搾乳体験を実施し
ました。臼井さんは
「30年以上酪農をし
ているけど毎回新しい発見ばかりで毎年１年生です。」と
謙虚な姿勢は崩しません。牛たちの顔つきも臼井さんに
似て優しい感じでした。

　瑞穂町の地域で酪農を営むお二人をはじめ東京の酪農家の思いが詰まった牛乳は「東京牛乳」や「東京
牛乳ラスク」等として製品化されています。このお二人のようにやさしく、力強い味がします。
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番　号 日　時 講義テーマ 教　授 教　場

柳沢公民館
（西武新宿線西武柳沢駅南口　南東へ徒歩2分）

４月  ４日（木）
午後2時から

化学・物質・材料　
～分かりやすい“小・中学生へのお話”
から最近の“物質工学の進歩”まで

第８81回

第８82回

第８83回

第８84回

第８85回

第８86回

第８87回

第８88回

第８89回

廣田　穣 氏
（横浜国立大学名誉教授）

須永　紫乃生 氏
（元駒沢女子大学教授）

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　北へ徒歩３分）

４月1１日（木）
午後2時３０分から 英語メディアで楽しく新語探しを

オバマ再選で加速するアメリカの
人種分裂社会

田無公民館
（西武新宿線田無駅南口　徒歩３分）

４月１８日（木）
午後2時から 世界に教えたい日本人の自然観 國米　家己三 氏

（フリージャーナリスト）

西東京市民会館
（西武新宿線田無駅北口　西へ徒歩7分）

４月2５日（木）
午後2時から

山下　邦康 氏
（メディアジャパン会長）

西東京市民会館
（西武新宿線田無駅北口　西へ徒歩7分）

田無公民館
（西武新宿線田無駅南口　徒歩３分）

田無公民館
（西武新宿線田無駅南口　徒歩３分）

４月２８日（日）
午後2時から 地震・断層・立川断層 角田　清美 氏

（青梅市文化財保護指導員、専修大学など講師）

５月  9日（木）
午後2時３０分から

趣味の開発　
～器楽合奏の経験から

村尾　麟一 氏
（元青山学院大学教授）

５月１６日（木）
午後2時から

工藤　千草 氏
（消費生活アドバイザー、

元(株)ライオン生活者行動研究所講師）

５月2３日（木）
午後2時から 身近な法律問題

意外と知らない洗濯の基本

瀬戸川　久 氏
（武蔵野簡易裁判所司法委員）

田無公民館
（西武新宿線田無駅南口　徒歩３分）

５月３０日（木）
午後2時から

食のターミノロジー
～食べ物の呼称と味の表現(仮題）

澤野　勉 氏
（十文字学園女子大学講師）

※

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　北へ徒歩３分）

※

☆申込みは必要ありません。直接会場にお越しください。
［詳細問合せ先］ ☎ 042-465-3741（浅田）　☎ 0422-52-0908（菅原）

日　　　時
題　　　名
講　　　師
内　　　容

５月９日（木）午後２時３０分から約１時間
趣味の開発～器楽合奏の経験から
村尾　麟一　氏（青山学院大学名誉教授）
定年後は趣味を楽しみたい。趣味を掘り下げようとすると、必ずしも楽しめるとは限らない固有の技術にチャレンジしなけ
ればならない。プロとは違った、技術習得を楽にするアプローチはないであろうか。趣味の範囲と奥行きを広げるために、
エレクトロニクスを利用する技術について、音楽（器楽合奏）の経験に基づいて紹介する。

日　　　時
題　　　名
講　　　師
内　　　容

４月１１日（木） 午後２時３０分から約１時間
英語メディアで楽しく新語探しを
須永　紫乃生　氏（元駒沢女子大学教授）
新語は社会、文化の変化と進化に伴って生まれます。私たちの多くは仕事人としてマスメディアからインターネットの双方向
通信へと進展した英語メディアと付き合ってきました。英語力を生かしてニューズ記事やストーリーを読み続けるならば、
情報を更新しつつ、新語や新表現を発見して楽しむことができます。

多摩発・遠隔生涯学習講座インターネット放送による

講  座  場  所

受 　講 　料 　等

ライブ中継・ＶＯＤ視聴

問 い 合 わ せ

： 多摩交流センター　第２会議室　　　サテライト会場　武蔵野市かたらいの道

   先着３０名までです。予約はできません。

： 無　　料（但し資料代１００円）

： 無　　料（http://tsgn.dyndns.org/tsgn/）
   初回から視聴可　インターネットでＶＯＤ視聴（無料）できます。

： ☎ ０８０-３４２７-９８４８（高原）　　☎ ０４２２-５２-０９０８（菅原）

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 （※会員受講料無料・会員外は４月１１日と５月９日を除き、
　 １回につき500円）

講義案内
東京

１１１回　

１１０回

学大雑 学

４月・５月予定の講座案内
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　平成25年１月27日（日）に約170人の参加を得て、京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター６階の
アウラホールを会場に、第20回TAMAとことん討論会を開催しました。
　今回は、10時30分から18時という長丁場でしたが、特に午後の部は会場全体で意見交換を
行い、大変活発な討論会となりました。

■基調講演では、村田氏から、プラスチックの特性、種類について基礎的なお話があり、続いて、処理に関する問題点、特にプ
ラスチックをリサイクルすることには無理があるという点を単刀直入に論じました。もともと使い捨てを前提として作られている
のがプラスチック製品であり、品質が劣化し繰り返し使用することには無理があること、しかし、火力発電所の燃料に使用したり、製
鉄所で高炉還元剤として利用するなど、より効率よく活用できる方法もあるという説明で講演は終わりました。

■前回（第19回）に引き続き、多摩地域市町村に、討論会のテーマに沿ったアンケートをお願いし、その回答結果について、江尻
事務局長から、報告がありました。容器包装リサイクル法に対しては、よい法律、よい分別などと回答している例は少なく、行政も
市民も多くの疑問を持ちつつ、プラスチックごみとかかわっていることがわかりました。

セッション１
　村田氏の講演の中で塩ビについての内容があったことを受けて、まず、江尻事務局長から塩ビ製品とどのように付き合っていけば
よいかという質問が出されました。村田氏は、苛性ソーダの副産物としてできる塩素を利用して作っているのが塩ビ。コストが
かかっても苛性ソーダの製造方法を見直すべきだし、塩ビと変わらない特性を持ったプラスチックはすでに出回っている。政策
転換すべきではないかと回答しました。つづいて、会場からも、塩ビに関する質問、プラスチックは分別すればリサイクル可能になる
のではないかという意見、焼却炉の発電効率についての質問などもあり、鈴木氏のコーディネートであっという間の1時間でした。

セッション２
　話題提供者から各人が関わっている業務や活動について発表があり、その後は、
山本氏の進行で、参加者全員で討論しました。主な意見としては、以下のとおりです。
・店頭回収は事業者、行政、市民が連携しなければ進まないのではないか。
・レジ袋は必要な人だけが買うようなシステムにすべき。
・プラスチックを使用していないものを買おうと思っても見つからない。
・容器包装リサイクル法ではなく、プラスチックリサイクル法にかえるといいという話が
　あったが、塩ビとそれ以外に分けてすべてリサイクルしたほうがいいと考える。
・容器包装リサイクル協会の引き取り基準の見直しをしてほしい。
・国が持っているデータを市町村とシェアするなど、情報の共有化が重要。

　今回、テーマとしたプラスチックは、便利である一方、処理についてはまだまだ多くの課題があることを再認識しました。しかし、
プラスチックのみならず、ごみを減らし、 私たちの暮らしをよりよいものにするためには、思いこみや疑問を解いていく場が必要です。
そうした情報交換・意見交換の場の一つとしてTAMAとことん討論会の実施は意義深いものだと痛感した1日でした。

TAMA           討論会とことん第20回 

■主催者あいさつ

小石　恵子（第２０回ＴＡＭＡとことん討論会実行委員長）
（特定非営利活動法人　東京･多摩リサイクル市民連邦代表理事）

■来賓ごあいさつ

後藤　泰久 氏（多摩市副市長）
■基調講演

『プラスチックとプラスチックごみ』
村田　徳治 氏（循環資源研究所所長）
■報　　告

『多摩地域のプラスチックごみについて』
江尻　京子（東京・多摩リサイクル市民連邦事務局長）
■全体討論　セッション１
『わたしたちの暮らしとプラスチックごみ』
村田　徳治 氏　 江尻　京子
コーディネーター　鈴木　隆志 氏

（早稲田大学地域社会と危機管理研究所リサーチアシスタント）

●討論会を終えて 

●主な内容

●プログラム

■全体討論　セッション２
『容器包装リサイクル法改正にむけて』
話題提供者
酒巻　弘三 氏（3R推進団体連絡会幹事長）
久保　直紀 氏（プラチック容器包装リサイクル推進協議会専務理事）
三ツ木吉和 氏（調布市環境部ごみ対策課課長）
竹内　隆 氏  （多摩市くらしと文化部ごみ減量担当課長）
池田　干城 　（東京・多摩リサイクル市民連邦）
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）

話題提供者によるリレースピーチと全員討論
■閉会のあいさつ

浅川　健太郎（公益財団法人東京市町村自治調査会事業部長）

第２０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）主催

実 施 報 告
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４月・５月・６月開催イベント

広域的市民ネットワーク活動助成等事業紹介

日 時
受付場所
コ ー ス

内 容

参 加 費
主 催
問 合 せ

ホームページ

４月２９日（月・祝）
ＪＲ奥多摩駅前　受付時間：午前９時～１１時
ＪＲ奥多摩駅～奥多摩むかしみち～奥多摩湖
（約１０㎞４時間のコース）
町内に５つあるセラピーロードの１つで、今も随所
に昔そのままの姿が残る奥多摩むかしみちを
歩くイベントです。コースの途中では名人・達人
ガイドによる名所案内、ゴールとなる奥多摩湖
では参加者全員に、豚汁、奥多摩特産品、湯めぐり
割引証として使える完歩証のプレゼントがあり
ます。また、奥多摩の特産品を集めた物産展と
クラフトフェアも同時開催しております。
５００円
セラピーウォーク実行委員会
セラピーウォーク実行委員会事務局
（奥多摩町観光産業課内）
担当：岡部・山宮
☎ 0428-83-2295　FAX 0428-83-2344
http：//www.town.okutama.tokyo.jp/

奥多摩セラピーウォーク

日 時
場 所

内 容

参 加 費
主 催
問 合 せ
E-mail
ホームページ

６月１５日（土）～１６日（日）
奥多摩町 氷川キャンプ場
（ＪＲ青梅線奥多摩駅 徒歩２分） 
・カヌーレース　・カヤック体験　・カヌー遊覧　
“巨樹と清流の町おくたま”で、水と緑と家族と
仲間と、カヌーを通してふれあう２日間！
試乗会にキャンプ！
カヌーレース参戦希望者には当日カヌーレンタ
ルも可能。カヌーと奥多摩の自然をぜひ満喫し
て下さい！詳細はwebまで。
各コースの詳細はホームページへ
ＮＰＯ法人奥多摩カヌーセンター
☎ 090-1847-1785（宮村）　
festival@okutamacanoe.jp
http://okutamacanoe.jp/festival/

奥多摩ふれあい
カヌーフェスティバル２０１３

多摩エンジョイ講座

森を守るために今私たちにできることは？
バス見学会

第1講

講演会（予定）

５月３０日（木）
午前8時２0分立川駅南口JAアグリ前
檜原都民の森～瀬音の湯
1,400円　
お申込み開始：4月4日より

日 時
集合場所
コ ー ス
参 加 費

大気測定参加者募集
あなたの町の大気汚染を測定してみませんか？

第2講

6月6日（木）～7日（金） 12月5日（木）～6日（金）
詳しくは下記まで
多摩のくらしを考えるコンシューマーズ・ネットワーク
☎ 090－8720－0181（五十嵐）　
http://tamaconsumers.blog18.fc2.com/

測 定 日

主 催
問 合 せ
ホームページ

6月21日（金） 午前１０時３０分～午後１２時３０分
多摩消費生活センター（立川市）
多摩川源流研究所・中村　文明 氏

日 時
会 場
講 師
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日 時

場 所
内 容

入 場 料

主 催
問 合 せ

６月２２日（土）　
①午前10時30分～ ②午後２時～
ルネこだいら中ホール
映画の物語：仲良し兄弟が、森の木の上でみつ
けた魔法のツリーハウスから始まる冒険。夢と
魔法のスリルいっぱいの世界を楽しんでください。
前売り券   ８００円（大人・3歳以上）
当日券　１,０００円（大人・3歳以上）
障がい者  ５００円（介助者無料）
多摩地区親と子のよい映画をみる会
☎／FAX 042-344-4090（西村）

第4回 多摩地区親と子のよい映画をみる会
日 時
場 所

内 容

入 場 料
主 催
問 合 せ
E-mail
ホームページ

６月１５日（土） 午後２時開演（午後１時３０分開場）
府中の森芸術劇場ふるさとホール
（京王線東府中駅　徒歩７分）
ブリティッシュ・スタイルのブラスバンドによる
演奏会。本場英国よりブラスバンドの巨匠リチャー
ド・エヴァンス氏を指揮者に招き、歌劇「コラ・ブル
ニョン」序曲（カバレフスキー）、ミュージカル
「レ・ミゼラブル」より「夢に破れて」（シェーンベル
ク）、ファイアー・イン・ザ・ブラッド（P. L. クー
パー）ほか、各楽器のソロ演奏など幅広いプロ
グラムで迫力のあるブラスサウンドをお楽しみ
ください。
１，０００円（前売り８００円、中学生以下無料）
東京シティコンサートブラス
☎ ０９０－２７４７－６９３０（安田）
TokyoCityConcertBrass@gmail.com
http://jp-brassband.com/tccb/

東京シティコンサートブラス
第２７回 定期演奏会

日 時
場 所
内 容

入 場 料
主 催
問 合 せ
E-mail
ホームページ

６月１日（土） 午後３時30分開演（午後３時開場）
オリンパスホール八王子（ＪＲ八王子駅 南口すぐ）
昨年は創立50周年記念演奏会を無事開催でき
ました。今年は更なるパワーアップを目指して
準備に励んでいます。
今回は大ホールに響く迫力のある吹奏楽サウンド
をお楽しみいただけるようにプログラムを選びま
した。また、八王子をテーマにした委嘱作品、組曲
「八王子」も演奏します。ご期待ください！
（演奏曲目）組曲「八王子」、序曲「1812年」他
無　料
八王子市民吹奏楽団
☎ 042-648-7346(森)　
hatisui@gmail.com　　　　　　　　　
http://music.geocities.jp/hachiojishimins
　　　uisogakudan/index.html

八王子市民吹奏楽団
第52回 定期演奏会

５月12日（日） 午後２時３０分開演（午後２時開場）
府中の森芸術劇場ウイーンホール
（京王線東府中駅　徒歩７分） 
プログラム：ホルンアンサンブルとパイプオルガ
ンによる交響曲第３番「オルガン付き」〈全曲〉
（サン=サーンス）、お楽しみステージほか。
多摩地域で活動しているホルンアンサンブル
団体です。思わず笑みがこぼれてしまうような
とびっきり楽しいステージをお送りします！
ぜひお越しください。
無　料
多摩かたつむりの会
ホームページ
http://www.tsumuri.net/

多摩かたつむりの会
第９回 定期演奏会

日 時
場 所

内 容

入 場 料
主 催
問 合 せ
ホームページ

『マジック・ツリーハウス』(アニメ映画)、
人形劇『かえるくん』とワークショップ
（ぬりえとペープサート）
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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

2,000/月
+1,000/年コカリナ（木製の小さな笛）の演奏コカリナサークルくるみ

Ｆ＆Ｆ フルートアンサンブル 1,3火曜の午前 2,000/月

会費（円）活動日活動内容団体名

音　

楽

　平成7年度から、広域的市民団体の活動の場として、3つの会議室をご利用いただいています。会議室の利用には、団体の登録
が必要です。また、4月1日現在、126団体が登録・利用していますのでご紹介いたします。この中で興味があり内容を知りたい、
入会したいという団体があれば多摩交流センターまでお問い合わせください。    

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月曜の午前リコーダーアンサンブル華音 2,000/月

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

ギターのソロ、重奏、合奏で様々な音楽を楽しむ

コカリナ演奏の技術修得を通じて会員の親睦を図る 2,000/月

600/回

1,3金曜の午後

月3回（日曜）

3水曜・木曜・金曜
のどれか（月1回）

コカリナクラブ　木の声

ギターアンサンブルえん

美空ひばり学会 500/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 1,000/月

佛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水曜の午後と
3火曜の夜間 1,000/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 1,000/回

演　

劇

葵の会

アルディラ2001

朗読劇の会「ひびき」

演劇活動を通じて地域と交流を図る

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

1,3火曜の夜間 1,000/回

月1回 な　し

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 金曜の午前 500/月

芸　

能

プア・パウオレ・フラ フラダンス 

町かど芸能の会 皿まわし・南京玉すだれ・手品等の練習 3か4月曜の午後 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 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 2木曜の午後 500/月

健
康
・
ダ
ン
ス・ス
ポ
ー
ツ

火曜か金曜の午後
（月1回） 700/回

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

らく楽健康体操の会 中高年の健康維持のための体操 1金曜の午前 500/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 2,000/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

スポーツ吹矢「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 2,4日曜の午前 1,000/月

語　

学

ナイスライフ・ネットワーク 中国の文化や生活習慣等を中国語で読み書きする 1火曜の午前 500/月

ＴＡＭＡ中国語会話同好会 簡単な物語の朗読や、自由会話を通して楽しみながら中国語を学ぶ 2,4水曜の午前 2,000/月

中国語学習会 中国の詩歌や歴史について触れ、中国語の読み書きや会話等を学ぶ 土曜の夜間（月3回） 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はかる 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 1,2,3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

你好あんずの会 中国語・文化を学ぶ（中級程度） 2,4土曜の午後

本気で学ぶ中国語の会

ハングルで話そう

英会話サークル
「英語を楽しむ」

中国語の会話・発音・文法を基礎から学ぶ

韓国語や韓国文化の学習を通じて、日韓交流の一助とする

講師と一緒に、和気あいあいと皆で楽しく英会話を学ぶ

英語と日本語の違いを比べながら、役立つ英語を学習する

1,3木曜の午前 2,000/月

1,3土曜の午後 500/回

1,3月曜の午前 10,000/半年

2水曜の午前 800/月英語と日本語学習会

水曜の午前(月2回）

水曜の夜間（月2回）

土曜の午前（月2回）

分野

ウクレレサークル「ポノポノ」

1,500/月

多摩交流センター　会議室利用登録団体一覧
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会費（円）活動日活動内容団体名

様々な分野の本を朗読し、楽しさを学ぶ。小説や詩・評論等を教材に
楽しく声を出す。

丁寧な指導の講師と一緒に、様々な分野の朗読に取り組むグループ朗

清朗会

1月曜の午前 1,000/月

2月曜の午前 700/月

オコサの会（読みきかせ） 絵本を中心に読み聞かせを学んだり、わらべ唄を歌ったりし、親睦を図る。
子育て支援施設などでのボランティア 1月曜の午後 1,000/年朗　

読
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 500/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 750/月

文
芸
・
教
養

短文を書こう会 所定のテーマで全員が短い随筆を書き合評し、会員相互の親睦を深める 2水曜の午後か
4土曜の午後 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 5,000/年

400字の会 400字のエッセイを書くことによって、会員間の親睦をふかめる 1水曜の午後 100/月

随想友の会 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

詩を楽しむ多摩詩塾 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 1,3月曜 1,500/月

源氏物語の原文を音読し、名文の味わいを体感する日本の古典文学を学ぶ会 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 500/回+
入会時1,000円

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 10,000/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：4土曜の午後
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 1,200/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

宮沢賢治同好会
「ゴーシュの会」

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

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

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 1,500/半年

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。 月1回 500/月

（6ヶ月分前納）

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 月曜（月1回） 1,000/月

歴
史
・
文
化

500/回
（半年分前納）2水曜の午後日本の歴史について研究し、会員相互の親睦をはかる多摩歴史くらぶ

くぼきんサークル 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はかる １又は３金曜の午後 1,000/月

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」府中会 多摩地域の歴史を探訪 不定期（月1，2回） 300/回+
1,000/年

伝統文化を学ぶ会 国内外の歴史・風土や伝統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 500/月

世界の生活文化を学ぶ会 各国の生活文化や風習、各自の旅行体験談等を語り合う 土曜の午前（月1回） 1,000/年

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 2,4火曜の午後 500/月

シルクロードくらぶ シルクロードやその周辺の国々の歴史や文化について学ぶ 奇数月の3水曜 1,000/年

旅クラブ 海外・国内旅行に関する知識と技術の習得を通じて、会員相互の親睦
を図る

1水曜の午前
（月1回） 必要時徴収

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

分野
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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

写真技術の向上と会員相互の親睦地球を撮ろう会

ＴＡＭＡビデオクラブ

不定期（月1回） 10,000/年

2,4土曜の午前 500/月

ビデオサークルＴＡＭＡ ビデオの楽しみ方、活用方法等について学ぶ。戸外での撮影会もあり 3水曜の午後 200/月
写
真
・
映
像 ビデオサークル月曜クラブ ビデオ作品の撮影や発表を通じて自己実現を図る 月曜または水曜

の午後（隔月） 500/回

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

分野

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土曜の午前 2,000/年+
材料費

篆刻の会 篆刻の制作・文献の調査研究 2月曜の午後
（変更の場合もあり） 500/月

水
墨
画
・
水
彩
画
・ス
ケ
ッ
チ

墨劉会 中国の歴史や文化を学びながら水墨画を描く 2,4月曜の午後 2,000/月

ヨーロッパの田舎
ウィークエンドの手工芸

ちょっとした日常を彩るハンドクラフト作りや南欧風トールペイント制作
を通じて、楽しいスローライフを実践 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 11,000/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水曜の夜間 1,000/回

コスモスの会 四季折々の草花をモチーフにハガキ絵（文人画）を作成 3水曜の夜間 700/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 1,000/月+
1,000/半年

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+
1,000/年

スケッチ300 多摩地域の公園等で、ペン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
（モチーフ代等込み）

七墨会 初心者の水墨画の会 500/月1,3月曜の午後

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

水彩コスモス 絵を描く技術を学び、会員の親睦をはかる 1火曜の午後 1,300/月
（雑費含む）

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

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
（材料代含む）

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

のみ

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・
資材代として
3,500/回

フラワーセラピー
ティーツリー 主にワイルドフラワーを使ったフラワーセラピー 4水曜の午後 花代として

2,500～4,000

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

き
り
え
・
折
紙

花

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 500/月

リボンの会 刺繍手芸活動を通し、会員の意識技術の向上・多摩地域の親睦を
発展する。 1火曜の午後 2,000/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

山の幸染めの会 染色を通して多摩地域の交流と技術の向上を図る 4火曜の午後 600/月

手
芸
・
工
芸
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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ラボ国際交流 木曜の夜間 500/月

生涯学習講座の実施（年間50回）特定非営利活動法人
東京雑学大学

2木曜または
日曜の午後

会員5,000/年
非会員500/回

多摩地域の消費者団体・市民団体と連携し、情報交換を通して生活の
向上を図る

多摩のくらしを考える
コンシューマーズ・ネットワーク 不定期 な　し

生活の中にある技術を習得楽修しませんか 不定期 な　し

生涯学習の推進に関する情報交換を行い、地域の発展を促す東京都多摩地区生涯学習
インストラクターの会 不定期 2,000/年

生涯学習活動を行う団体と連携し、事業のネットワーク化を図るNPO法人
全国生涯学習ネットワーク 2木曜の午後 6,000/年

減農薬野菜栽培に関する知識を学ぶとともに、農家等の現地見学を通じて
安全な栽培活動を行う減農野菜クラブ 不定期 1,000/年

学校や職場でのいじめ問題への対応策を学ぶ三多摩「学校・職場のいじめ」
ホットライン実行委員会

奇数月の
3土曜の午後 500/回

いじめ問題に関する話し合い。被害者本人及び家族の無料相談大人･子供のいじめ問題を
素人の目から語る会 原則金曜の夜間 な　し

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たまりばユネスコ倶楽部 世界遺産講座：3日
ユネスコ自由大学：3木 5,000/年

生涯学習情報のネットワーク化を推進し、市民の生涯学習活動の向上
を図る

生涯学習情報
ネットワークイン多摩 不定期 な　し

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ごみ・環境ビジョン21役員会 不定期 な　し

分野

な　し

ホワイトボード・テレビ・DVDプレーヤー
※この会議室は、防音設備を備えてはいないのです
　　が他の会議室と離れているため、楽器やマイクを
　　使う音楽の団体は、本会議室を利用してください。

暮
ら
し
・
福
祉

SLA年金・福祉研究会 年金・福祉・相続等についての学習、研究 1,000/年1月曜の午後

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 500/月3または4月曜の午後 

みきの会 植物観察を通して会員相互の親睦をはかる 1,000/半年第3木曜（午前～午後）

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 3,000/半年2水曜（戸外） 

ライフプランナー多摩の会 多摩地域で、年6回のウォーキング・散策等を通して、高齢者の元気な
生活を支援 1,000/年参加者と応相談

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 な　し土曜の午前

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 600＋材料費/月土曜の午前（月1回）

多摩地域交流合気道
競技大会実行委員会 多摩地域交流合気道競技大会の実施 な　し日　曜

（月1回・不定期）

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。 1,000/年月1回 

福祉と生きがいを考える会 充実したセカンドライフを送る知識と技術の習得。「マイノート」の書き方
講座の開催 な　し不定期（月1回）

野
外
活
動

そ
の
ほ
か

多摩百人一首かるた
大会実行委員会 かるた遊びの普及・振興。かるた大会による地域交流 不定期

　月曜日から土曜日までは、午前・午後ともに会議室の利用
が多くなっております。利用希望が集中する曜日・時間帯に
ついては抽選を行い利用団体を決定しています。 　 
　一方、平日の夜間及び日曜日は、会議室の利用が少ない
ので、ご利用をお待ちしています。
　会議室の予約状況は、多摩交流センターのホームページ
及び事務室横の掲示板にて、原則毎週金曜日に更新した
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、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、電動ポット、急須、湯のみ 

会議室の利用について
●会議室の案内

会議室 定　　員 常設機器類

第１会議室

第２会議室

第３会議室 ３６名

３４～３８名

１６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

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
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発行日

発　　行

責任者

印　　刷

２０１３年４月１日

公益財団法人　東京市町村自治調査会

多摩交流センター

桑原正志

〒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/
過去１年分のバックナンバーはHPでご覧になれます。

E-メール　　　　 tama001@tama-100.or.jp

株式会社　共同印刷所

再生紙を使用しています。

○　春爛漫の季節を迎え、心浮き立つ方も多いのではないでしょうか。お花見

　　はもう行かれたでしょうか。

○ 「春のうららの～」とくれば隅田川ですが（滝廉太郎の「花」は本当に名曲

　　ですね！）、我らが多摩川も負けてはいません。

○ 「美しい多摩川フォーラム」は、多摩川流域にある桜の名所を「多摩川夢の

　　桜街道・八十八ヵ所」として選定し、願いごとをたずさえて桜を鑑賞する

　　楽しみ方を提案しています。この八十八ヵ所、上流は山梨県から下流は

　　川崎市までと広範囲にわたっており、すべて「制覇」するのは簡単ではない

　　かと思いますが、我こそはという方、ぜひトライしてみてください。

○　さて、４月は年度の始まり、「異動」そして「出会い」の季節でもあります。

　　新社会人や新入生として新たな門出を迎える方もいらっしゃいます。何と

　　なくそわそわ、バタバタとする季節ですが、「装いも新たに」「心機一転」

　　張り切っていきましょう！といったところでしょうか。

編集後記

梅林　義雄 氏

第９３回

ＴＡＭＡ市民塾・日曜講座

世界一の言語：日本語

元ＮＨＫアナウンサー。

大学で教養科目「文章・ことば表現」担当、家庭裁判所調停委員、

内閣府で文章チェックの参与などを経験。

多摩交流センター　第２会議室
京王線府中駅北口　徒歩３分
府中駅北第２庁舎６階
（府中市寿町１－５－１）
※駐車場はございません。

　『読み・書き・話し・聞くことが自由にできる日本語。しかし、想像もつかない「意外性」があるのです。』
　それを分析して、２時間一緒に驚きましょうよ。でも、世界的な視点からすると、なんと、なんと、日本語は
「世界一」なのです。知らなかった？
　それはもったいない。こんな素晴らしい言語は他にはありません。その姿を見つめ直して、歓喜しましょうよ。
日曜日の２時間、お付き合いください。

プロフィール

内　　容

講　　師

多摩交流センター内　ＴＡＭＡ市民塾
☎ ０４２-３３５-０１１１
　（年末年始祝日を除く　月～金曜日
　　　　　　　　午前９時～午後５時）

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。

無料です。

問 合 せ

申込方法

受 講 料場　　所

平成２５年４月２１日（日） 午後２時～４時日　　時

～意外性は多々あれど、多彩で繊細な表現・発音の美しさは世界一～

「多摩のかけはし」のリニューアルについて
　　平成２５年１０月号から、「多摩のかけはし」をリニューアルします。

　　名称を『かけはし(仮称)』と改称し、多摩地域に関する情報や話題だけでなく、東京の島しょ地域にも対象を拡げ、これまで以上

に内容の充実を図っていきます。ご期待ください。

　　なお、配布エリアも東京の島しょ地域へ拡大します。

　　「多摩のかけはし」のリニューアルに伴い、表紙の写真を募集します。

詳しくは、東京市町村自治調査会ホームページ（http://www.tama-100.or.jp/）または、多摩交流センター窓口で配布する「表紙写真

募集のお知らせ」をご覧ください。

　　ふるってのご応募をお待ちしています。

「表紙写真の募集」

～お知らせ～

TAMA市民塾・東京市町村自治調査会共催


