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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】国立市　【撮影場所】JR国立駅南口　大学通り

  ・広域的市民ネットワーク活動助成事業紹介
 　　障がい児・者と家族がみんなで楽しむバリアフリー運動会
 　　奥多摩ふれあいカヌーフェスティバル 2016
　　　　　同時開催　第 22 回奥多摩カップカヌー競技大会▲

 編集後記▲

 とっておきスポット～“ココ”ご存じですか？～国立市

▲

 報告書をご活用ください▲

 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
  ・武蔵村山市　みどりのカーテン配布事業
  ・多摩市　　　多摩市版クールシェア事業
  ・八丈町　　　花いっぱい運動推進事業▲

 多摩交流センターだより
  ・多摩発・遠隔生涯学習講座 5・6 月開催予定の講座案内
  ・東京雑学大学 6 月講義案内
  ・多摩交流センター　会議室利用登録団体一覧
  ・平成 28 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
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報告書をご活用ください

　 本 調 査 研 究 で
は、多摩・島しょ地
域における大会に
向けた市町村の取
組状況などを調査
しました。また、来
訪者に配慮したま
ちづくりの進展状況
などに関する住民
の意識についても
調査しました。
　そのうえで、大会後のレガシー（遺産）の創出に
向けた市町村の取組方策を「スポーツ・健康」「障
がい者」「まちづくり」「文化・教育」「経済・観光」
の５分野に分けて提示しました。

　本調査研究では、多摩・島しょ地域における市町村の創業支援の現状などを
調査しました。
　そのうえで、創業支援の「政策目的」「対象業種」など、市町村の創業支援担
当者が直面する課題の内容に応じて様々な角度から、関連情報と考え方を参
照できるよう整理しました。
　これらを踏まえ、同地域における今後の創業支援の推進に向けて、「産業政
策」と「社会政策」の両輪を踏まえた庁内横断的な取組や、行政の主体的な関
与などについての考え方を提示しました。

～自治調査会では、幅広い分野の調査・研究を行っています～
　当調査会では、昭和61年の設立以来200件を超える調査研究報告書を発行してきました。
　平成18～27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27年度に実施した調査研究等の報告書を紹介します。

2020年東京オリンピック・
パラリンピックにおける多摩・島しょ
地域の可能性と展望に関する調査研究

創業による地域活性化と自治体による
支援に関する調査研究

　本 調査研 究で
は、多摩・島しょ
地域における市町
村の食育 事 業へ
の取組状況などを
調査しました。ま
た、住民の食育へ
の関心や取 組状
況についても調査
しました。
　そのうえで、市
町村における効果的な食育事業の手法などについ
て「ライフステージに応じた食育」と「持続可能な
社会・地域づくりに向けた食育」の２つの観点か
ら提示し、ワークショップによる実践・検証を基に
様々な事業への応用方法も提示しました。

食育に関する調査研究
～食が育む豊かな社会～
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　 本 調 査 研 究 では 、多
摩・島しょ地域における
「ヒト」と「モノ」の現状
や、市町村の取組状況を
調査しました。
　そのうえで、全国の事例を
参考に「住民ニーズへの対
応」と「財政支出の軽減」の
２つの観点から課題解決のポイントをまとめました。
　それに加えて、今後の新技術の開発の方向性を予
測し、実現可能な規制緩和とあわせて「ヒト」と「モ
ノ」の移動問題を解決する方策を提示しました。

　今後のまちづくりや政策形成などに向けた基礎
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。

　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。

高齢社会における「ヒト」と「モノ」の
移動に関する調査研究
～地域交通と物流に着目して～

多摩地域データブック
2015(平成27)年版

市町村財政力分析指標
（平成17年度から平成26年度）

　主要税目である市町村民税などの調定収入状況な
どを、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17年度から平成26年度）

　本調査研究では、多摩・
島しょ地域における地域コ
ミュニティの現状を、自治
会などの「地縁型住民組
織」への住民の参加状況
や、市町村の認識状況など
から調査しました。
　そのうえで、「課題解決
のためのテーマ型住民活動」を地域コミュニティ活
性化につなげるため、その秘訣を11区分に分類し、
先進事例から抽出したヒントを基に、住民と自治体
の双方が活性化に向けた考え方を整理できる材料
を提示しました。

　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。

住民がつくる自立した地域コミュニティ
の形成に関する調査研究

多摩地域ごみ実態調査
（平成26年度統計）

当調査会の協賛事業です。
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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

「みどり東京温暖化防止プロジェクトでは、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。今月も、平成27年度に実施された多摩・島しょ地域自治体の助成金活用事業
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。かれん

シーナ

武蔵村山市1 みどりのカーテン配布事業

　武蔵村山市では、地球温暖化対策の一つとして、つる性植物の栽培セットを
配布する「みどりのカーテン配布事業」を実施しています。配布会場には毎年多
くの市民の方が来場され、地球温暖化対策の取組に御協力いただいています。
　近年では、電気に関する話題が取り上げられることが多くなり、それに伴い、
地球温暖化対策の重要性はますます高くなってきています。今後も多くの市民
の方に、「みどりのカーテン配布事業」をはじめとした地球温暖化対策にご協力
いただき、市民の皆さんとともに、環境に優しいまちづくりを推進していきます。

【問合せ先】 武蔵村山市環境課　TEL：042-565-1111　

多摩市2 多摩市版クールシェア事業

　地球温暖化による気候変動は、深刻な環境問題の一つで、この

要因である大量のエネルギー消費から発生する温室効果ガスを削減するた

めには、さらなる省エネの推進が必要です。

　我慢というイメージがある省エネが無理なく実践でき、経済活性化にもつながる仕掛けが

多摩市版の特徴で、自宅のエアコンを消し、クールシェアパスポートを持って協賛店へ行くと

冷たい飲物や割引等のサービスが受けられ、楽しくお得にできる省エネ行動です。

　平成27年度は、NHKで紹介されたほか、店舗募集の工夫や店舗数増等により効果を得ら

れるよう事業を充実しました。

【問合せ先】 多摩市環境政策課　TEL：042-338-6831

八丈町3 花いっぱい運動推進事業

　 八丈島では、町で植物を植え、島内を緑でいっぱいにしようという、花いっぱ

い運動を促進させる事業を行っています。坂上各地区の住民により、樹木等の

剪定、除草及び清掃等が行われ、緑化の推進とともに島民へ緑の大切さを伝え

ています。

　また、島の気候に合う苗木を地域住民に配布し、町内のすぐれた自然景観及

び樹木その他の植物を保護するとともに、花木類の植栽を行なうことによって、

町内の修景を図り、郷土の美化を行っています。

【問合せ先】 八丈町住民課　TEL：04996-2-1123

Islands

八丈町

Tama
多摩市

Tama

武蔵村山市
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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。

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

5・6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1040回 6月2日（木）
14：00から

外国航路の元船長が語る
船と生活と海運（仮題）

高橋　二朗　氏
（元船長、海事補佐人、“弁護士法人むらかみ”所属）

田無公民館
(西武新宿線田無駅南口　徒歩3分)

第1041回 6月9日（木）
14：30から 世界各地の旅のはじまり

北村　嵩　氏
（NPO法人JAPAN  NOW観光情報協会理事、

元松蔭大学教授）

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　徒歩3分）

第1042回 6月16日（木）
14：00から それぞれの“終活”（仮題） 有馬　将由　氏

（NPO法人終活支援センター代表）
西東京市民会館

(西武新宿線田無駅北口　徒歩8分)

第1043回 6月26日（日）
14：00から

フォーラム「多摩の鉄道
いま・むかしー民鉄から拡がった」

三氏の講演と鼎談　山田 俊明　氏
中島 啓雄　氏
川口 順啓　氏

小金井宮地楽器ホール
（JR武蔵小金井駅南口　正面）

第1044回 6月30日（木）
14：00から

「暮らしの手帖」創始者
大橋鎭子氏を語る（仮題）

加川　厚子　氏
（元「暮らしの手帖」編集部勤務）

西東京市民会館
(西武新宿線田無駅北口　徒歩8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。
※第1041回は、第148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）

（会員は受講料無料・会員外は6月9日を除き、１回につき500円）

特定非営利活動法人

東京雑学大学 平成28年6月講義案内

日　時 平成28年5月12日（木）　14：30から約1時間
講　師 上田　誠　氏（江都町衆思草承伝会主宰）

題　名 世界各地の旅のはじまり
日　時 平成28年6月9日（木）　14：30から約1時間
講　師 北村　嵩　氏　（NPO法人JAPAN　NOW観光情報協会理事、元松蔭大学教授）

題　名
「しぐさ」に見る江戸町衆の生き方・考え方

内　容 あまり聞き慣れない言葉ですが、「江戸しぐさ」という言葉は、江戸に暮らす人々がお互
いに争うことなく、円満に暮らしていくために育んできた「暮らしの知恵」とも言える
様々な「しぐさ」の総称です。江戸しぐさには現代に生きる私たち、そして地域に生き
る方々にも有用な生き方・考え方がたくさん含まれています。

147回

148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木曜の午後 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

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 1,3水曜の午後 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 1,100/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 1,000/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

オカリナを楽しむ会　オカ楽会 オカリナの素朴な音色を楽しみ、地域の演奏活動等に
より笑顔を発信!! 月2回程度 1,000/年

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 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・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

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 3木曜の午後 3,000/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はかる 1,3金曜の午後 500/月
講談大学　府中分校 日本の伝統芸能である講談の振興及び普及活動 3土曜 1,000/年

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
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 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

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、仲間づくり

日曜の午前2回
土曜の午後1回 1,000/月

システマ府中 ロシア武術システマ 月1回 500/月
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 3水曜の午後 1,000/月
健康ヨーガの会 ヨーガの実践を通して健康をはかる 1,3月曜の午後 1,500/月

語
学

ＴＡＭＡ中国語会話同好会 自由会話を楽しみながら中国語を学ぶ 2,4水曜の午後 2,500/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水曜の午前 1,500/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木曜の午前 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

　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、当センターまでお問い合わせください。また、登録・利用を
希望する広域的市民団体の方は、登録の条件等を当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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語
学

中国語けやきの会 中国語と中国文化を学び、多摩地域の文化の発展に
寄与する 月2回 2,000/月

Friday English 日常会話の学習と交流及び地域社会への貢献 月4回 5,000/月

朗
読

オコサの会 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 1,000/回

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はかる

2又は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 月2回程度 1,000/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 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 2,000/年
多摩詩塾 詩を楽しむ 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 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：1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 1,500/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

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

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
（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

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 月1～2回 1,000/月
「いろはの・い」 カラーコーディネイトに関する普及活動 月1回 500/月

歴
史
・
文
化

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

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） 300/回+1,000/年
土曜クラブ

（旧：伝統文化を学ぶ会）
国内外の歴史・情勢や伝統文化等について学び、会員
相互の親睦を図る

偶数月の2土曜の
午後 500/2ヵ月

多摩交流センターだより
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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 3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・国内旅行の体験や報告を通じて、知識の習得と
会員相互の親睦をはかる 1水曜の午前 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 300/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土曜の午前
（変更の場合もあり）

2,000/年

篆刻の会 篆刻の制作・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

墨劉会 平成28年度　休会
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
を中心に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水曜の夜間 2,000/回

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

+4,000/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
（モチーフ代等込みで）

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

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

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

木曜の午前
（月2回）

2,000/月
（材料費別途）

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+

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・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

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

多摩交流センターだより
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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） 2木曜または日曜

の午後
会員5,000/年
非会員500/回

楽修しませんか 生活の中にある技術を習得 不定期 なし
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

特定非営利活動法人
全国生涯学習ネットワーク

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 2木曜の午後 6,000/年

減農野菜クラブ 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 不定期 1,000/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:年10回
ユネスコ自由大学：年3回 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 奇数月の第3土曜

の午後 1,000/年

大人･子供のいじめ問題を素人の目
から語る会

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

原則金曜の夜間
（月1回） なし

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月曜の午後 1,000/年

TAMA健康茶論の会 健康で長生きするためには、どうすればよいかを読書
と話し合いの中から学ぶ

3または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 未定 2,500/月

はんぺんの会 ガーデニングに関する情報交換、勉強会を行い、自然
に親しむことで多摩地域の文化向上をはかる 年４回程度 500/回

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 未定 1,000/年

野
外
活
動

みきの会 植物観察を通して会員相互の親睦をはかる 第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/半年

多摩文学散歩の会 多摩地区を中心に、文学の周辺をめぐるウォーキング
により文学に親しみ、理解を深めることを目的とする 年4回程度 1,000/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 なし

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） 600＋材料費/月

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 なし

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、地域の活性化をめざす 不定期 5,000/年

会議室の利用について

　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（0.3円/枚、用紙は各自用意）、コピー機（カラー30円/枚、モノ
クロ10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
※この会議室は、防音設備を備えてはい
ませんが、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。

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

1 第４回アンサンブルフェア アンサンブルフェア実行委員会 平成28年4月9日（土） 東大和市民会館ハミン
グホール（小ホール）

２. 継続申請事業　14 事業（13 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 平成28年4月29日（金・祝） JR奥多摩駅
～奥多摩湖周辺

2 バリアフリー運動会 特定非営利活動法人
地球冒険学校準備会 平成28年6月5日（日） 府中けやきの森学園

体育館

3
男声合唱団シリウス
第8回定期演奏会

男声合唱団シリウス 平成28年6月11日（土） ひの煉瓦ホール・
大ホール

4 第55回定期演奏会 八王子市民吹奏楽団 平成28年6月11日（土） 八王子いちょうホール

5
奥多摩ふれあい
カヌーフェスティバル2016

特定非営利活動法人
奥多摩カヌーセンター 平成28年6月12日（日） 奥多摩町氷川渓谷～

白丸湖特設カヌーコース

6
第７回演奏会活動

（①定期演奏会、②合奏体験会）
ドリームウェストウィンドオーケストラ ①平成28年6月12日（日）

②未定

①西東京市保谷
　こもれびホール
②会場未定

7 多摩の鉄道の歩みと発展 まなびの雑学実行委員会 平成28年6月26日（日） 小金井宮地楽器ホール

8 第７回協奏曲と合唱の調べ 東大和フィルハーモニー合唱団 平成28年10月8日（土） ひの煉瓦ホール・
大ホール

9 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 平成28年10月16日（日） 東京都立奥多摩湖畔公
園　山のふるさと村

10 車いすの人と高尾山に登ろう 特定非営利活動法人
地球冒険学校準備会 平成28年10月29日（土） 京王線高尾山口

～高尾山山頂（往復）

11 第９回西東京音楽祭 西東京音楽祭実行委員会 平成28年10月下旬 コール田無・
多目的ホール

12
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 平成28年12月
～平成29年2月 払沢の周辺店舗

13 払沢の滝冬まつり 払沢の滝冬まつり実行委員会 平成28年12月
～平成29年2月

檜原村内払沢の
滝周辺店舗

14
第5回TOKYOシャンソン
フェスティバル

TOKYOシャンソンフェスティバル
実行委員会

平成29年3月14日（火）
～3月15日（水）

調布市文化会館
たづくり・くすのきホール

＊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28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
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日　時 平成28年6月5日（日）10：30～14：30　
 （事前申込不要）会場前にて10：00より受付開始
場　所 東京都立府中けやきの森学園・体育館
 （京王線飛田給駅より徒歩15分）
内　容  勝ち抜きジャンケン、パン食い競争、スイカ割り、蒼白マ

シュマロ、シュートで賞品ゲット、玉入れ、大玉送り…森vs
海で優勝杯を狙います。車いすの人も、障がいが有っても
無くても、赤ちゃんからお年寄りまで、ボランティア・スタッ
フも全員出場。たくさんの競技と交流が楽しい！お友だち
を誘って、室内用運動靴・昼食持参、運動できる服装で！
途中入場・退場可です。

参加費 1人200円　※ファミリー割引有
 ※ご家庭にある景品になる物品を当日お持ち下さい。
主　催 NPO法人地球冒険学校準備会
 http://www.chikyubouken.jp/
問合せ 事務局  TEL&FAX 042-646-0459
 E-mail：bandana@js9.so-net.ne.jp

日　時 平成28年6月12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
 （奥多摩駅より徒歩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おこなわれ

る、東京ではめずらしいカヌースポーツ初心者向け川下り
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。子どもから年配の方までカヌー愛好家
の真剣な姿が間近で見られるのはもちろん、奥多摩の人々
ののどかな雰囲気も魅力です。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。ゆたかな自然
にかこ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。

入場料 無料
 （レース出場者参加料は特製Ｔシャツ・昼食つき：3,000円）
主　催  特定非営利活動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
 http://okutamacanoe.jp/festival/
 E-mail：festival@okutamacanoe.jp

広域的市民ネットワーク活動助成事業紹介
障がい児・者と家族がみんなで楽しむ
バリアフリー運動会

奥多摩ふれあいカヌーフェスティバル２０１６
同時開催　第２２回奥多摩カップカヌー競技大会

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↓

府中グリーンプラザ

甲州街道（国道２０号線）

武蔵府中
郵便局

スカイナード

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

信託銀行

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

〇　５月は「残春」「惜春」や「立夏」「軽暑」などと表されます。緑が
まぶしく、春から夏へ向かう、気候が穏やかで過ごしやすい季節
となりました。

〇　そろそろ本格的に今年度の事業が動き出しますが、事業を進
めるうえで、官・民を問わず、場合によっては新たに具体的対応
が必要となる法律が４月に施行されました。それは『障害者差別
解消法』です。

　　『障害者差別解消法』は、全ての国民が障がいの有無にかか
わらず共生する社会の実現をめざし、日本全体が、障がいを持つ
人への不当な差別的取扱いの禁止と社会的障壁の除去につい
て合理的な配慮を考え、対応をする努力や義務が謳われている
法律です。

〇　この法律では、民間事業者に対しては努力義務にとどまって
いる配慮事項が、行政機関には義務とされています。また、禁止
事項を守らないなどの場合には国が報告を受け、助言や指導、
勧告することができる仕組みとなっています。

 　既に、対応要領や指針などのマニュアルをつくり、検討が進んで
いる先進自治体や民間事業所も多くあると思いますが、大切なこ

となので、もう一度、国の対応指針や事業所向けガイドライン、合
理的配慮サーチ（具体例データ集）などを活用して具体的な対応
を確認してみてください。

〇　一方で、今年はリオ五輪が開催され、日本でも2020年の東京
オリンピック・パラリンピック大会成功への気運が高まると思わ
れます。それと並行して、多くの分野で大会後の遺産（レガシー）
づくりに向けた事業や活動も大きく進むことが想定されます。

○　東京都がレガシーとして挙げているテーマにも「バリアフリー
化」や「障害者スポーツの環境整備」、「多様性を尊重する共生
社会づくり」があり、多摩・島しょ地域においても障がい者などへ
の理解を深め、対応を促進する絶好の機会となっています。

〇　既に、多摩・島しょ地域では、多くのボランティアや地域コミュ
ニティが多様な活動を行っており、障がい者や高齢者、子どもな
ど、配慮が必要な人を支援する土壌・風土があります。

〇　法律に頼らずとも、誰もが快適に暮らせる豊かな地域をつくっ
ていきたいものです。

 　風薫る季節、追い風にのって、みなさんと力を合わせて、更に
暮らしやすい地域社会づくりを推し進めましょう。 （M.N）

編 集 後 記
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国立市といえば、表紙のJR国立駅南側の大学通りを連想するかもしれないけど、
今回はわたげのボクが「城

じょうやま

山さとのいえ」と「古民家」を紹介するよ。

“ココ”
ご存じ
ですか?国立市第20回 

とっておきスポット 

［ 情報・写真提供 ］国立市政策経営部市長室広報担当　TEL 042-576-2111（代表）

［ 現地案内 ］
国立市泉5-21-20※駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。

① JR南武線谷保駅・矢川駅から徒歩15分
② JR中央線国立駅南口から
　 立川バス「国立操作場」または「国立泉団地」行きに乗車、
　「くにたち郷土文化館」下車徒歩7分

城山さとのいえ  TEL 042-505-5190
 〈 利用時間 〉9:00～17:00(施設利用受付は10:00～16:00) ※第2・第4木曜日、12月29日～1月3日は休館

古民家  TEL 042-576-0211(くにたち郷土文化館)
 〈 開館時間 〉10:00～16:00 ※第2・第4木曜日(祝日の場合は翌日)、12月29日～1月3日は休館

城山さとの
いえ

古民家(旧柳澤家住
宅)

　「城山さとのいえ」の隣りには古民
家があるんだ。江戸時代後期に国立市南西部の青柳地区に建
てられていたものを、平成3年に移築してきたんだって。な
かの様子を見たり、当時の生活に触れることができるよ。
　ここでは、谷保・青柳・石田などの国立市内各地域に古く
から伝わる様々な伝統行事を再現してるんだ。繭玉飾り(1
月)・節分・菱餅作り(2月)・ひな人形飾り(2～3月)・五月人
形・鯉のぼり飾り(4～5月)・十五夜だんご(9月)と季節ごと
に楽しめるね。国立市南部の魅力を発信する「城山さとのい
え」と「古民家」、みなさんもぜひ、ふわっと行ってみて！

　国立市南部には地元の農家の方が「くにたち野
菜」や「谷保米」を作っている田畑が広がっているんだ。
　この地域に平成27年3月22日にオープンした「城山さとの
いえ」では、くにたちの農業の拠点として、野菜収穫体験や
「くにたち野菜」のワークショップを開いているんだよ。厨
房設備もあって貸切利用(有料)ができるんだ。空きがある場合
は、休憩所としてだれでも利用できるよ。
　北東側には、親子で遊べるおすすめスポット「城山公園」
もあるんだ！


