2016

6

NO. 033
［ 発行日 ］

～自治調査会だより～

2016 . 6. 1

【写真提供】福生市 【撮影場所】国道 16 号沿いのベースサイドストリート

▲

公益財団法人

東京市町村自治調査会

▲▲

▲▲

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
・みどり東京フォトコンテスト募集
2
・市町村助成事業紹介
3
稲城市
出来ることから始めよう！『地球温暖化防止プロジェクト in 稲城』
羽村市
リユース食器貸出事業
青ヶ島村 遊歩道再整備事業
平成 28 年度 39 市町村共同事業助成事業
4
多摩交流センターだより
・第 23 回ＴＡＭＡとことん討論会実施報告
8
・広域的市民ネットワーク活動助成事業紹介
9
男声合唱団シリウス 第 8 回定期演奏会
八王子市民吹奏楽団 第 55 回定期演奏会

ドリームウェストウィンドオーケストラ 「第 7 回演奏会ハピネス」
フォーラム「多摩の鉄道 いま・むかし」ーはじめは私鉄から拡がったー
・ＴＡＭＡ市民塾平成 28 年 10 月開講分塾生募集案内
10
・多摩発・遠隔生涯学習講座 6・7 月開催予定の講座案内 12
・東京雑学大学 7 月講義案内
12
・ＴＡＭＡ市民塾 日曜講座のお知らせ
13
編集後記
13
とっておきスポット～“ココ”ご存じですか？～福生市
14

Contents
6月の内容

No.

033

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

みどり東京フォトコンテスト

応募締切

9 30
月

金

日まで

（当日消印有効）

  当調査会等が企画運営するオール東京６２市区町村共同事業「みどり東
京・温暖化防止プロジェクト」では、
「残しておきたい・もっと増やしたい、
東
京の緑」をテーマにフォトコンテストを実施します。あなたの写真で東京の
みどりを伝え、
みどりを見直すきっかけにつなげてみませんか。

応募方法
 記の応募用紙(コピー可)に必要事項を記入し、作品の
応募方法 下
裏側に貼ってご応募ください。※応募用紙は「みどり東京
フォトコンテストホームページ」からプリントできます。
応募部門 ①街中みどり
応募部門
②公園みどり
③里山
・
島みどり
④湖・滝・海・川みどり
何点でも

⑤自由にみどり
⑥環境活動
応募サイズ はがきサイズ～ワイド４切
応募サイズ
結果発表など 本年12月頃にフォトコンテストのホームページ等で結果発表
応募可！

作品応募先
〒102-0075 東京都千代田区三番町1-5 B1
一般社団法人日本フォトコンテスト協会内
みどり東京フォトコンテスト事務局
応募に関するお問い合せ先
みどり東京フォトコンテスト事務局
（日本フォトコンテスト協会内）
TEL.03-3230-2610(平日10:00～18:00)
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し、
入賞した方には直接郵送でお知らせします。入賞作品は、
写真雑誌にて
発表、
また2017年カレンダーとして各市区町村へ配布します。上位入賞作
品は福祉施設などへ寄贈し、
社会貢献にもつなげます。
今年度は入賞者以
外の18歳以下の方を対象に、
優秀な作品には学生奨励賞を差し上げます。
※ご注意ください 被写体が人物の場合、
ご応募に関しては必ず被写体ご本人(ご本
人が未成年の場合は親権者)の承諾を得てください。他人の著作権・肖像権を侵害す
るような行為が行われた場合、
それに関するトラブルの責任は一切負いかねます。

【詳しくはホームページをご覧ください。】
みどり東京フォトコンテストホームページ

http://all62.jp/midori-photocon/

No.

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

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。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。

1 稲城市

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。

033

かれん

シーナ

出来ることから始めよう！
（環境保全啓発事業）
『地球温暖化防止プロジェクトin稲城』

Tama

稲城市では、家庭で手軽に取り組める地球温暖化防止策の一つとして、平成

稲城市

27年度に手づくり市民まつり
（5月4日・5日）
でゴーヤの苗を配布しました。家の
窓辺につる性植物を這わせて作った自然の緑のカーテンは、夏の暑い時期に自
然の力を利用して省エネにつなげようという取組です。
当日は、緑のカーテンに関心が高まっていることから、多くの方が来場されま
した。夏季における節電対策として、今後も取組を継続し、市民に対する節電の
意識向上を図っていきたいと考えています。
【問合せ先】稲城市環境課

2 羽村市

TEL：042-378-2111

リユース食器貸出事業

羽村市

Tama

羽村市では、市の事業や市内の団体、会社及び個人の方が行うイベントに、
リユース食器を貸し出して、廃棄物となってしまう使い捨て容器を削減すること
で、
低炭素な事業や生活を推進しています。
写真は、実際に利用されている食器やイベントの状況です。食器は、
バイオマ
スプラスティック製のものを取り揃えています。使用した食器は洗浄する必要も
なく、
返却するだけです。
実際に利用したみなさまからは、
「ゴミも出ず、便利でエコ！」
という声をいただ
いています。
【問合せ先】羽村市環境保全課

3 青ヶ島村

TEL：042-555-1111

遊歩道再整備事業

カルデラを一望できる展望公園に通じる遊歩道に、
ソーラーを電源としたＬＥ
Ｄ照明を設置しました。
これまでは通常の街路灯を設置していましたが、全体的

Islands
青ヶ島村

に明るく照らされるため星空の鑑賞には適さないことや、高台のため雷や風雨に
より頻繁に機器が故障するなど、維持管理が大きな負担となっていました。
今回、照度を落とし足元を中心に照らすようにしたことにより、CO2や電気使
用量の削減効果に加え、
これまでとは異なったとても良い雰囲気になりました。
【問合せ先】青ヶ島村総務課

TEL：04996-9-0111
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平成28年度

39市町村共同事業助成事業

東京都市長会、
東京都町村会及び当調査会では、
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」、
「多摩・島しょスポーツ習慣定着促進事業助成事業」及び「多摩・島しょわがまち活性化事業助成事業」を実
施します。

「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、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、ひいては多摩・島しょの魅力を高めることを目的とした事業です。複数の多摩・島しょ地域の市町
村が連携組織を構成し、一般連携活動や子ども体験塾を実施しています。今回は、平成28年度に実施予定の事業につ
いて紹介します。

事業一覧（一般連携活動）
No

4

連携組織の名称

事業名

構成自治体等

1

ラグビーフェスティバル実行委員会

ラグビーフェスティバル

府中市、調布市、三鷹市

2

行政BPR・サービス水準適正化研究
会

行政BPR・サービス水準適正化調査事業

八王子市、町田市、多摩市、福生市

3

三市創業支援事業協議会 T.A.F.

三市創業支援事業

立川市、昭島市、福生市

4

国際交流事業の広域連携検討会

国際交流に関するボランティア人材の募集と
育成講座等の合同実施

武蔵野市、三鷹市

5

圏央道青梅インターチェンジ活用に
よる産業効果研究会

青梅インターチェンジ周辺の現状調査

青梅市、羽村市、瑞穂町

6

多摩地域観光資源広域活用協議会

7

プラチナ未来スクール実行委員会

プラチナ未来スクール

羽村市、青梅市

8

沿線３市男女共同参画連携事業実
行委員会

男女共同参画の実現に向けた企業等意識調
査及び交流事業

西東京市、清瀬市、東久留米市

9

三鷹市・小金井市・調布市エリアの魅
力再発見！コミュニティサイクル促進
事業連絡会

三鷹市・小金井市・調布市エリアの魅力再発
見！コミュニティサイクル促進事業

三鷹市、小金井市、調布市

10

まちの魅力発信共催事業実行委員会
（東村山市・国分寺市）

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 Ｐａｒ
ｔⅢ

東村山市、国分寺市

11

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

府中市、調布市、日野市、狛江市、
多摩市、稲城市、奥多摩町、山梨県
小菅村、同県丹波山村

12

多摩北部広域連携活動実行委員会

多摩六都リレーマラソン2016

小平市、東村山市、清瀬市、東久留
米市、西東京市

13

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

14

多摩川流域11自治体交流イベントラ
リー実行委員会

多摩川流域11自治体交流イベントラリー

府中市、調布市、日野市、狛江市、
多摩市、稲城市、奥多摩町、大田
区、山梨県小菅村、同県丹波山村、
神奈川県川崎市

15

国分寺・府中観光振興連絡協議会

国分寺・府中

国分寺市、府中市、国分寺市観光協
会、（特非）府中観光協会

16

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
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「日本酒の魅力を楽しめる大人のまち」プロ
ジェクト

観光振興創出事業

あきる野市、青梅市、東村山市、福
生市

昭島市、羽村市、あきる野市、福生市
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事業一覧（子ども体験塾）
No

連携組織の名称

事業名

構成自治体等

1

東大和市・東村山市広島派遣事業実
行委員会

地域の戦争・平和学習及び広島派遣事業

東村山市、東大和市

2

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、特定非営利活動法人
八丈島産業育成会

3

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

4

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

5

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

6

平成28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

7

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、公益財団法人八王
子市学園都市文化ふれあい財団

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

8

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

あきる野市、日の出町、檜原村

9

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

稲城市、多摩市、長野県富士見町

10

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

11

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

12

５市共同事業実行委員会

科学キッズフェス！2016

武蔵野市、三鷹市、小金井市、国立
市、国分寺市

13

多摩北部広域子ども体験塾実行委
員会

たまろくトレイン探検隊

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

14

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

15

青梅市・福生市・羽村市子ども体験
塾実行委員会

子ども体験塾

16

大島・子ども体験塾実行委員会

大島・子ども体験塾

17

青梅・羽村子ども体験塾実行委員会

18

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

昭島市、立川市、東大和市、武蔵村山
市、昭和飛行機工業株式会社

19

町田市・多摩市・稲城市子ども体験
塾実行委員会

町田市・多摩市・稲城市子ども体験塾2016

町田市、多摩市、稲城市

20

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

真夏の北極・南極展

①子ども発掘調査体験
②青梅・羽村ピースメッセンジャー

青梅市、福生市、羽村市

羽村市、あきる野市

青梅市、羽村市
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「多摩・島しょスポーツ習慣定着促進事業助成事業」

本事業は、
多摩･島しょ地域の市町村が計画的に実施する、
住民が日常的にスポーツに親しみ、
取り組むことを習慣として定
着させ、
健康増進を図ることを推進する事業を支援することにより、
多摩・島しょ地域の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」、
「障害者ス
ポーツ・ニュースポーツの振興及び理解促進に資する事業」
「
、運動習慣の定着に資する事業
（ウォーキング、
ラジオ体操、
市町
村が独自に推奨する体操から選択）
」
です。
今回は、
平成28年度に実施予定の事業について紹介します。

No
1

2
3
4

八王子市

立川市
武蔵野市
三鷹市

事業名称

実施時期

ジュニア育成事業バスケットボール教室（小学生用）

12月

ジュニア育成事業バスケットボール教室（中学生用）

6月

ジュニア育成事業体操教室

9月

ジュニア育成バドミントン教室

11月

ジュニア体力および競技力向上事業

5月〜平成29年1月

障害者スポーツ振興事業

5月〜平成29年1月

ラジオ体操教室

5月〜平成29年1月

スポーツ教室事業

4月〜平成29年3月

障害者とスポーツに関する講演事業

平成29年1月（予定）

馬から学ぶオリンピック・パラリンピック

4月〜平成29年2月

オリンピアンによるバレーボール教室

4月〜平成29年2月

ボッチャ出前教室

4月〜平成29年2月

西多摩地域広域なでしこサッカースクール

9月〜12月下旬

元気に！楽しく！梅っこ体操

6月上旬〜平成29年1月上旬

5

青梅市

6

昭島市

生徒の総合的な体力向上を図る事業

未定

7

調布市

小学生ボッチャ教室･大会

5月〜11月

8

町田市

9

小金井市

10

小平市

11

日野市

「出張！サッカー＆スポーツ栄養学」実施事業

5月〜平成29年1月

町田っ子体力アップ事業

4月〜平成29年3月

アシスタントティーチャー派遣事業

4月〜平成29年2月

ストレッチ体操普及啓発事業

4月〜平成29年2月

「チーム」のための少年野球教室

7月〜8月

体を動かす（運動する）ことの楽しさ・心地よさ向上プロジェクト

4月〜平成29年2月

ロープジャンプで体力アップ

4月〜平成29年2月

地域ラジオ体操交流事業

4月〜平成29年3月

子どもの体力向上事業

9月〜平成29年2月

12

国分寺市

13

国立市

子どもの体力･運動能力向上事業

7月〜平成29年2月

14

狛江市

スキルアップバドミントン教室

7月

東大和市子供の体力向上推進事業

4月〜平成29年2月

スポーツ習慣定着促進事業

4月〜平成29年3月

なでしこリーガーによる清瀬市サッカー教室

11月〜平成29年2月

オリンピック種目を通じた子どもの体力・運動能力向上事業

4月〜平成29年2月

ヴェルレンジャー～いっしょにスポーツ楽しみ隊！～in多摩

4月〜平成29年2月

はじめようスポーツ！小・中学生「走り方教室」
（初心者編）

9月〜12月

スポーツをしよう！小・中学生「走り方教室」(競技力向上編)

9月〜12月

スポーツをしよう！小・中学生「フィジカルトレーニング(体幹)教室」(競技力向上編)

9月〜12月

はじめようスポーツ！障害者スポーツのススメ

9月〜12月

はじめようスポーツ！歩くことからはじめよう

9月〜12月

小中学生走り方教室

11月

15

東大和市

16

清瀬市

17

東久留米市

18

多摩市

19

羽村市

20

あきる野市

21

西東京市

22

日の出町

23

継続的な子供の体力・運動能力向上事業― 走って、投げて、蹴って！―

8月

スポーツ推進委員事業

6月

スポーツ吹矢教室

スポーツ推進委員事業 ドッチビー教室

9月

檜原村

檜原村スポーツ教室

6月上旬

24

利島村

ジュニアサッカー育成事業

4月〜平成29年2月

25

新島村

子どもの競技力の向上スポーツ教室事業

10月〜11月

26

神津島村

子どものスポーツ競技力向上事業

9月〜平成29年1月

御蔵島村子どもスポーツ教室

4月〜平成29年3月

運動習慣の定着に資するためのスポーツ教室

4月〜平成29年3月

八丈島ジュニアバレーボール教室

7月〜9月

八丈町サッカー協会サッカークリニック

12月〜平成29年2月

八丈島少年柔道教室

9月〜11月

八丈島剣道会育成事業

4月〜7月

卓球講習会

9月〜平成29年3月

27

28

6

市町村名

御蔵島村

八丈町
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「多摩・島しょわがまち活性化事業助成事業」

本事業は、
多摩・島しょ地域にある
「まちの魅力」
を通して住民の地域への愛着・誇りを高め、
各市町村が計画的に実施する
まちの活性化につながる事業を支援することにより、
多摩・島しょ全体の魅力を高めることを目的としています。
助成対象は、
「まちの魅力」
向上事業、
「まちの魅力」
発信事業、
「まちの魅力」
活用事業です。
原則として、
３ヵ年で一定の成果
を見込める事業計画を立案しています。
今回は、
平成28年度に実施予定の事業について紹介します。
No

市町村名

1

八王子市

2

立川市

3

三鷹市

4
5

事業名称

事業概要

八王子の魅力発信事業

市内大学生・市民と協働し八王子の魅力をイメージ映像化しメディア等で発信、魅力発信パンフレッ
トの増刷、
市民記者によるフェイスブック投稿

八王子城跡魅力発信事業

ガイドボランティアをより充実させるため、
多言語化した散策マップやガイド用パネル等を作成

「立川の魅力」発信強化事業

魅力発信のための動画を駅前の大型ビジョン等で放映、市公式キャラクター「くるりん」のＰＲ、市民や関係
団体及び事業者と連携してのイベント参画、専門家から広報手法のアドバイスを受け、戦略的に魅力を発信
①全国の新進気鋭のアニメ作家等から作品を募集し、上映・審査・表彰を行うフェスタの開催
②市にゆかりのある太宰治の資料を一般公開する

青梅市

三鷹市魅力向上事業 ①インディーズアニメフェスタ
②太宰治寄託資料特別公開
梅の里再生事業

府中市

府中×漫画で活性化！事業

6

昭島市

昭島ブランド・フードグランプリ

市にゆかりのある漫画作品の実写映画公開に合わせた関連イベントとして、企画展、
映画の上映会、
記念看板の設置、競技かるたイベントによるＰＲとガイドマップにより周遊を促進
市内食品店の創作料理の中から投票によりNo.1を決定するイベントにおいて、友好都市や近隣市と
昭島市のコラボレーション料理を開発し、提供することでレベルアップを図る

7

調布市

調布市魅力発信事業

国内外の観光客誘致に向けた市のＰＲ映像の制作と発信

8

町田市

地域の魅力発見・向上支援事業

9

小金井市

チャレンジデー事業

10

小平市

小平魅力発信事業

11

日野市

市民協働フェスティバルの企画実施を通じた人材交流、魅力ある活動、地域活性化を担う人材発
掘・育成支援
スポーツ人口の拡大、
スポーツや健康への意識の向上を図り、
まちの活性化に資することを目的とし、
チャレンジデーに参加
観光まちづくりの推進組織と市の共同により、次年度予定しているまち歩きツアーで活用する観光
総合ガイドブックを作成
高齢化が進む地区をモデル地区として、大学と連携し市民に運動指導を行い、
健全な地域コミュニ
ティの育成を図る

水都日野デザイン研究業務

水辺の風景の魅力を向上させるため、地域の学校や自治会と連携し標柱を設置し、
情報発信する。

12

東村山市

シティプロモーションの推進

13

国分寺市

国分寺市×宇宙 まちに眠る魅力発掘事業

14

国立市

LINKくにたち2016

市のシティプロモーション基本方針に基づくウェルカムガイドの作成、
ブランドメッセージを作成し
駅頭に掲示、
スマートフォンアプリを使ったまち歩きイベントの実施
市が日本の宇宙開発発祥地であることをＰＲし、
フィールドワークや工作教室、
専用サイトの運用、
プ
ロモーションムービーの作成、打ち上げパブリックビューイングと星空観望会等を開催
大学通りを活用したイベントにおいて、
リレーマラソン、
ダンス、
フラッシュモブ、わんぱく相撲、
スポー
ツ体験コーナーなどを実施することにより市民間のつながりを築く

15

福生市

まちの魅力発信支援事業
まちの魅力を再発見「狛江郷土カルタ」作成事業

市の魅力発信のための広報力の強化、
情報誌、
ＰＲ動画作成

チャレンジデー事業

スポーツの習慣化を促進するとともにスポーツ人口を増加させ、
まちの魅力の向上を図ることを目的
にチャレンジデーに参加
市のイベントや自然風景等のテーマに沿って、文化・芸術活動に取り組んでいる団体等の作品を募集
し、展示・表彰
イベントの魅力を向上させるため、
オリンピック選手を招聘するとともに、
市内産農産物のＰＲのた
め、
ビアガーデンを開催
ワークショップ等による市の魅力を発信する手法や仕組みづくり、
前年度立ち上げたポータルサイト
の充実、先進事例の見学など

16

狛江市

日野人ちょこっと散歩会

こまえの魅力創作展事業
狛江古代カップ多摩川いかだレース

17

東大和市

18
清瀬市
19 東久留米市
20 武蔵村山市
21
多摩市

ここがふるさと・東大和の魅力発見・発信し隊

市民アンケートや市民ワークショップの実施、結核療養所を周知するためのブックカバーの作成
軟式野球を通じた地域の親睦・活性化のため、親善試合を開催、
著名人の技術指導や講演会を行う
休止しているせいせき多摩川花火大会の 新生復活に向けたイベントの開催

秋川渓谷観光統計・プロモーション事業
市民体力向上推進事業

ラジオ体操を市民に周知し、
健康意識の向上を図るための指導員育成

めぐみちゃんメニューフェスタ

市農産物キャラクター「めぐみちゃん」への愛着を高めるためのグッズ制作と市内産農産物を使用
したメニューを食べ歩くキャンペーンなどを開催

文化財を活用した西東京市の魅力発見・発信事業
東京みずほブランド事業

町ブランド商品の周知用パンフレット、
のぼり、
ポスターの作成及び近隣のイベントでのPR

残堀川ふれあいイベント事業

参加者や出店者からの聞き取りによりイベント内容を充実、
イベント会場以外の観光地をPRし町全
体の魅力向上を図る

トップアスリートによるスポーツ講演会・スポーツ教室

「スポーツのまち」として、
トップアスリートを招聘し、
町民を対象としたスポーツ講演会や教室等を開催

檜原村魅力発見事業

ご当地グルメ開発、村のPR映像を制作し観光サイトに掲載、村の暮らしぶり体験及びサイクルツーリ
ズム推進のためのイベント開催、
セラピー・ハイキング事業の推進

観光推進事業

23

羽村市

はむらの魅力創出・発信事業

西東京市

産業振興、地域活性化を目的とし、飲食メニューのブランド認定、認定セレモニー、スタンプラリーなどの実施

観光ＰＲポスターの作成、
市内在住のアニメデザイナーの作品を使用したポスター等の掲示、
観光
発信拠点オープン記念式典の開催
市の魅力を発信するため、魅力創出アドバイザーなどの活用、魅力的な生活スタイルを発信する専
用サイトの構築、
ポスター・チラシ等の制作・掲示、
市公式キャラクター「はむりん」の活用
市の観光地である秋川渓谷のＰＲとして、
前年度の調査結果を踏まえ、
神奈川県、埼玉県での観光Ｐ
Ｒイベントの開催、
都内観光ＰＲスペースへのポスター等配置

稲城市

25

前年度に句を作成した郷土カルタの絵札及びカルタの内容を解説する小冊子を作成

清瀬市シティプロモーション推進事業
東久留米市ブランド認定並びに広域発信事業
武蔵村山市少年・古希軟式野球チーム親善試合事業
せいせきみらいフェスティバル

22

24 あきる野市

梅の里再生計画の再生・復興プログラムの初年度としてイベントを実施

郷土資料室の展示を多くの人々が訪れるよう整備、文化財講座の開催

26

瑞穂町

27

日の出町

28

檜原村

29
30

奥多摩町
大島町

奥多摩町魅力発信事業
水産･観光活性化事業

ブランド水産物の試食提供などによる周知、活用方法の検討

31

利島村

利島村国際化推進事業

外国人観光客の増加に対応するため、外国人英語講師を招聘し、
町民等に対し実用的な英会話教
室等の実施、
観光のホームページやパンフレットの英文化を行う

32

新島村

島の魅力発信のためのラッピングバス運行

33

神津島村

新島村魅力発信事業
島しょサッカー大会「まちの魅力」向上事業
ウォーキング大会地域活性化事業

島の地形を生かした起伏のあるコースでウォーキング大会を開催し、島民の健康づくりや体力づく
りへの意識向上、地域の活性化を図る

34
35

三宅村
御蔵島村

観光宣伝事業
御蔵島花火大会

新たな観光資源のガイド育成、パンフレット、
ポスター等の作成及び外国語翻訳、
イベント出展

八丈島魅力発信事業

観光資源であるポットホール（甌穴）を盛り込み、
観光協会ホームページの一部変更及び２ヶ国語
（日本語、英語）による記載、
スマートフォン対応を行う
島から見る星空の素晴らしさを内外にPRするためのパンフレットづくり及び観測スポットに設置す
る看板のデザイン
教育旅行誘致の実情の検証、新おがさわら丸、新ははじま丸の就航を踏まえ教育旅行のメニュー内
容の刷新の検討

36

八丈町

37

青ヶ島村

青ヶ島魅力発信事業（星空事業）

38

小笠原村

教育旅行における小笠原諸島の魅力発信事業

町の魅力発信のためのＰＲパンフレット作成、
町イメージキャラクター「わさぴー」のＰＲ事業

伊豆諸島北部の５島の小学生を対象に、
合同練習やミニサッカー大会を開催

例年行っている花火大会について、魅力を向上させるための検討や前年度検討したPR活動などの実施
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多摩交流センターだより

多摩交流センターだより
第
回

23

T A M A

と こ と ん

討 論 会

実施報告

【主催】
第23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）

平成28年3月6日(日)、
第23回TAMAとことん討論会を開催しました。
『陶磁器製食器と３Ｒ～食卓から考える
「もったいない」
～』
をテーマに、
多摩市唐木田の多摩ニュータウン環境組合リサイクルセンター(通称名：エコにこセンター)を会場に行いました。
今回は、
討論会(ディスカッション)の他、
展示とワークショップも行い、
さまざまな年齢層の方にご来場いただきました。
特にワー
クショップには親子の参加が目立ち、
真剣に作品づくりに取り組んでいました。
展示は、
多摩地域以外の自治体や市民活動の事例
の発表も行い、
来場者に広く情報提供をしました。
参加者は延べ約120名でした。
■パネル&全体討論・意見交換
●コーディネーター
■主催者あいさつ
山本 耕平（ダイナックス都市環境研究所所長)
小石 惠子（第23回TAMAとことん討論会実行委員長、 ●パネリスト
NPO法人 東京・多摩リサイクル市民連邦代表理事）
紺野 琢生
（東多摩再資源化事業協同組合）
、
長谷川善一、山田 周、柏原 君枝、江尻 京子
■来賓ごあいさつ
1.ディスカッション （敬称略）

阿部

裕行
（多摩市長）

■来賓ごあいさつ
谷上 裕
（東京都環境局資源循環推進部長）

▲

基調講演の様子

全体討論の様子

▲

■講演
［ 基調講演 ］
陶磁器製食器のリサイクルとアップサイクル
長谷川善一
（元岐阜県セラミ

ックス研究所主任専門研究員、
グリーン
ライフ21プロジェクト世話人）

■閉会のあいさつ
村松 正夫（（公財）東京市町村自治調査会事業部長）
2.ワークショップ

Ａ ブローチづくり
回収した食器を原料の一部に使用したリサイクル陶土で
作った台にアクリル絵の具でマーガレットを描きました。
Ｂ モザイクアート
回収した食器の破片を使い、
コースターまたは壁飾り
を作りました。

▼ブローチ作品
［報
告］
行政回収の取組
〈不用食器の拠点回収〉
山田 周
（国分寺市環境部ごみ減量推進課推進担当係長）
［報
告］
市民団体の取組
〈食器の回収、
リユース・リサイクル活動〉
柏原 君枝
（小金井市消費者団体連絡協議会）
▲ワークショップの様子
［ 課題提起 ］
陶磁器製食器の3Rと市民活動の輪
▲モザイクアート作品
○展示
江尻 京子（食器リサイクル全国ネットワーク代表、
・陶磁器製食器の回収についての全国の自治体の取組
東京・多摩リサイクル市民連邦事務局長）
・陶磁器製食器の3Rに関する市民団体の取組
・食器原料とリサイクル食器

8
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広域的市民ネットワーク活動助成事業紹介
男声合唱団シリウス 第8回定期演奏会
日 時 平成28年6月11日
（土） 13：30～15：30
（13：00開場）
場 所 ひの煉瓦ホール
（日野市民会館）
（JR日野駅 徒歩15分又はバス5分）
内 容	2年に1回の定期演奏会です。今回は、①皆様方にも親しまれた愛唱曲集（からたちの花、
知床旅情など8曲）
、
②若者が希望に燃えて旅に出る
「組曲 旅」
、
③世界の町の歌を集めた
「世界一周歌めぐり」
（モスクワ郊外の夕べ、
フニクリフニクラなど8曲）
を歌います。合間に
パーカッションが入ったり、
ユーモラスな衣装が飛び出したりの楽しい企画が満載です。
さ
らに、女声合唱団にも賛助出演していただきます。
ご満足度100％を保証致します。
しかも
入場無料！多数のご来場をお待ちしています。
入場料・参加費 無料
主 催 男声合唱団シリウス
問合せ 団長 立岩 洋三 TEL 080-1060-1566 FAX 042-626-7187
Email tateyozo@jcom.zaq.ne.jp HP http://gasshoudansirius.jimdo.com/

八王子市民吹奏楽団 第55回定期演奏会
日 時 平成28年6月11日(土) 18：30～20：30
（18：00開場）
場 所 いちょうホール
（八王子市芸術文化会館）
大ホール
（JR八王子駅北口 徒歩15分）
内 容	今回の演奏会は
「つたえたい！吹奏楽の素晴らしさ」
をテーマとして、
ご来場の方々に吹奏
楽の持つ魅力を伝え、楽しんでいただけるコンサートを企画しています。吹奏楽のオリジ
ナル曲はもちろん、
オーケストラアレンジやポップス、
オペラからミュージカルまで、音楽の
エッセンスをたくさん集めました。団員一同はりきって準備をしています。皆様のご来場を
心よりお待ちしております。
【演奏予定曲：序曲祝典、歌劇「運命の力」序曲、
サウンド・オブ・
ミュージック・メドレー、
ミュージカル
「レ・ミゼラブル」
より 他】
入場料 無料・全席自由
主 催 八王子市民吹奏楽団
問合せ TEL 042-648-7346
（森）
Email hatisui@gmail.com HP http://hachioji-wo.wix.com/802wo

ドリームウェストウィンドオーケストラ 「第7回演奏会 ハピネス」
日 時 平成28年6月12日
（日） 14：00開演
（13：30開場）
場 所 保谷こもれびホール メインホール
（西武池袋線保谷駅南口 徒歩15分）
内 容	出演者とお客様が一緒に楽しめる、笑顔いっぱいの演奏会です。
お客様も演奏に参加す
る！？ぜひ、
聴きにいらしてください。
お子様も大歓迎です。
【演奏予定曲：オーシャンゼリゼ・
コパカバーナ・ハピネス ほか】
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 TEL 090-1553-6360
（広報担当）
HP http://dream-west.webnode.jp/

フォーラム
「多摩の鉄道

いま・むかし」ーはじめは私鉄から拡がったー

日 時 平成28年６月26日
（日） 14：00～17：30
（13：30開場）
場 所 小金井宮地楽器ホール
（JR武蔵小金井駅南口 徒歩１分）
内 容	甲武鉄道から青梅鉄道・川越鉄道に始まる多摩の鉄道の成り立ちと展開、
国鉄・JR移行後のあゆ
み、
そして文学作品に登場する鉄道などについて、
次の三人の講師それぞれの講演と鼎談を行う。
	「多摩の鉄道は明治22年から始まった」山田俊明氏（鉄道史研究家）、
「多摩の鉄道への国鉄・
JRのあゆみ」中島啓雄氏（元国鉄勤務・元日本貨物鉄道（株）常務・元参議
院議員）、
「 文学作品に見る多摩の鉄道」川口順啓氏（鉄道文学会顧問・元
JR東海専務）
参加費 500円
（資料代を含む）
主 催 まなびの雑学実行委員会
（NPO小金井雑学大学・NPO東京雑学大学）
問合せ 小金井雑学大学 TEL 080-5645-1477
東京雑学大学
TEL 0422-52-0908 FAX 0422-53-8121
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多摩
30市町村
対象

TAMA 市民塾 平成28年１０月開講分 塾生募集案内
【募集期間 平成28年６月1日（水）～平成28年７月15日（金）】

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

【10ヶ月コース】平成28年10月～平成29年7月

会

多摩交流センター（京王線府中駅北口徒歩3分）

場

共

催

TAMA市民塾・
（公財）東京市町村自治調査会

№・講座名・講師名

講座内容

No．
1
くらしに活かす薬膳入門
中根 仁美

『薬膳』
と聞いて「体に良さそうだけれど、
漢方薬や見たことのない材料が入った美味し
くない特別な料理」と思う方が多いのでは？本当の『薬膳』の意味はそうではありませ
ん。身近な食材を使い、毎日の食事に活かすことができます。基本の知識を学んで食生
活を改善し、
健康維持に役立ててみませんか？
（茶材（生薬数種類を含む ティーバッグ、
紙コップ １，
０００円 ２回分））

No．
２
「やさしいアクリル画」
～花を描く～
八嶋 晃

初心者の方にも扱いやすいアクリル絵の具を使って、
お花を中心に自由に楽しく描きま
す。水彩のようにも油絵のようにも描けます。美しい色をキャンバスに載せていくと、
自
分がその色に癒されます。上手下手にとらわれず、
自分の世界で描きます。
（教材費：花代、
キャンバス代 合計１，
４００円位）

No．
３
多摩むかし道紀行
－歴史と伝説を巡る旅－
原田 環爾

過去のある時期に政治的、
軍事的、
経済的、
文化的に大いなる意味を持った道筋をむかし道
とよぶ。多摩周辺には古代の防人道や将門伝承路、
中世の鎌倉道や古甲州道、
近世の伊那
道、
白土道、
甲州道中、
千人同心街道、
また幕末・明治の絹の道や筏道などがある。
これらむか
し道の歴史と道筋に残る伝説を学習します。
（交通費：アウトドア時(２回分)各自負担）

No．
４
美しき地球：
その多様なる自然
－映像で知る－
小島 覚

日常の会話や集会等、話をする時にもっと楽しくスムーズに進行できたらいいのにと思
いませんか。プロの司会術の基本を体験することによって発声から進行まで自信を持
てるようになります。結婚式の司会は学びやすく誰でも出席したこともあり身近な宴で
す。披露宴の楽しい内容にそってプロ司会の基本を学びます。

No．
６
日本語の意外性
梅林 義雄

国語の授業ではふれなかった日本語を裸にする講座です。
「日本語は世界一の言語」これは
どの国の専門家も認めています。識字率98.3％、
これすごい！七つの文字で多彩な表現、音
声の美しさ、
「恋」の表現まで断トツです。もっと知りたくなるでしょう。ユーモアたっぷりに、
ピ
リッと辛く日本語を裸にしましょう。

No．
７
バレエストレッチ＆入門
～お手軽バレエ～
松本 比路子

気軽にバレエをやってみたい方や心も身体もリフレッシュしたい方のために、優雅な音
楽と共にクラシックバレエの基礎をゆっくりゆったり学びます。踊るために必要な柔軟
やストレッチ、
エクササイズを行った後は、曲に合わせて体を動かしたり、簡単な振付け
を少しずつ覚え、
講座最終日までに一曲仕上げていきます。

６ヶ月コース
毎月２回・全１２回
第１・３月曜日（第１回は１０/３）
※１月は日程変更あり
１０：００～１２：００
（３２名）
６ヶ月コース
毎月１回・全６回
第１月曜日（第１回は１０/３）
※１月は日程変更あり
１４：００～１６：００
（２６名）
６ヶ月コース
毎月２回・全１２回
第２
・
４月曜日（第１回は１０/１０）
１０：００～１２：００
（３２名）

６ヶ月コース
毎月１回・全６回
第１火曜日（第１回は１０/４）
※１月は日程変更あり
１８：３０～２０：３０
（２６名）
10ヶ月コース
毎月２回・全２０回
第１・３水曜日（第１回は１０/５）
※１月は日程変更あり
１０：００～１２：００
（３２名）
６ヶ月コース
毎月２回・全１２回
第１・３水曜日（第１回は１０/５）
※１月は日程変更あり
１４：００～１６：００
（２６名）

古代エジプトの文字ヒエログリフ（象形文字）を知ることにより、世界最古の文明を創り
６ヶ月コース
出した人々に親しみを感じることができるでしょう。記念碑に刻まれた王名を読みながら、
毎月２回・全１２回
エジプトの歴史に触れ、墳墓に描かれた生活の場面の説明文や祈りの言葉を知ること 第２・４水曜日（第１回は１０/１２）
※１２月は日程変更あり
で、古代エジプト人の世界観や死後の世界に対する信仰の理解を深めていきます。
１４：００～１６：００
（３２名）

No．
９
さくらの日本
椎名 豊勝

さくらといえば春を思い浮べる程日本人のＤＮＡに刷り込まれています。精神的に血とな
り肉となっています。さくらを多角的カテゴリーから光をあてて、
さらに深く新しいさくら
観を習得していきます。最後の講義は、
３月中旬ですが、
すこし早い花見ツアー予定、秘
策があります。お楽しみに。

No．
１０
より美しく、より健康に
「足圧整体・足法」
持田 正子

日々の生活で疲れた筋肉内には潜張（病気の根源と言われるコブ）ができ易くなり、
そ
れが骨格の歪みにつながり、血液やリンパの流れを阻害し、
その結果、内臓に鬱血や癒
着を起し、疾患の生じやすい体質へと繋がります。足法は足による深い圧で体を押圧し
潜張を短時間で効果的に解く画期的な整体法です。
（教本：足圧整体「しあわせになる足法」 1,404円（税込））

ぐるり39
2016.6

回数・曜日・時間・定員

地球という星は、高温多湿な熱帯雨林から極度に乾燥した砂漠、極寒のツンドラまで、
６ヶ月コース
また山岳地では標高の違いに応じてさまざまな景観が現われるなど、実に自然の変化
毎月１回・全６回
に富んでいる。景観を具体的に形作っているものは植生であるが、
美しい地球の自然の 第２火曜日（第１回は１０/１１）
１４：００～１６：００
（３２名）
変化と多様性を植生の面からとらえ、
映像とともに解説する。

No．
５
楽しく学ぶ司会の話術
佐脇 博吏

No．
８
ヒエログリフから知る
古代エジプト
平野 正己

10

【6ヶ月コース】平成28年10月～平成29年3月

６ヶ月コース
毎月２回・全１２回
第１・３木曜日（第１回は１０/６）
１４：００～１６：００
（２６名）
６ヶ月コース
毎月２回・全１２回
第２
・
４木曜日（第１回は１０/１３）
１０：００～１２：００
（２６名）
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№・講座名・講師名

講座内容

回数・曜日・時間・定員

No．
１１
皆で声を出す、
楽しい朗読劇
山﨑 巌

演劇と朗読の楽しさを併せ持った「朗読劇」は本を見ながら声を出すので、台詞を覚え
る必要がありません。気持ちを乗せて行う大きな発声は、脳の活性化や健康維持にも
最適です。皆で１つの作品を創るので、
喜びを分かち合う事が出来ますよ。是非一緒に！
（教材費：発表会のための表紙と曲作成 20回分 200円)

毎月２回・全２０回
第１・３木曜日（第１回は１０/６）
１８：３０～２０：３０
（２６名）

No．
１２
押し花彩画
髙野 陽子

いつまでもキレイな押し花の作り方・身近な実用品を作ります。簡単なシオリ・ハガキから本
格的な押し花額、
花びらでフクロウのメガネケースに仕立てます。初めての方でも作品を完
成できます。奥深い花達との新しいおつきあいスタート
！
（教材費：全作品分 5,100円 押花代）

毎月１回・全６回
第２金曜日（第１回は１０/１４）
１０：００～１２：００
（２６名）

No．
１３
平家物語「平家一門
興亡の歴史と女性哀話」
織茂 一行

平家物語は平家一門の滅びを描いた「いくさの物語」です。歴史文学ですが、
歴史その
ものではなく、
あくまでも作られた物語なのです。本講座では物語と歴史との境を明ら
かにしつつ、西海に消えた平家一門の僅か二十年程の栄華と没落、運命に翻弄された
女性たちの哀話を、
華麗な和漢混交文の本文も味わいながら紹介していきます。

No．
１４
旧暦－暮らしと共に－
山下 敏夫

旧暦は、太陰暦をもとに季節のずれを調整するために太陽暦を採り入れた太陽太陰暦の
事です。先人が生き抜く為に糧としてきた暦を、理解し、由来や年中行事等、謎を解く面
白さ、昔の人の知恵が取り込まれた旧暦に関して、資料を交えてシリーズで紹介していき
ます。

毎月１回・全６回
第１土曜日（第１回は１０/１）
１４：００～１６：００
（３２名）

No．
１５
クラシックギターの
魅力と楽しさを知る
菅井 昇

かつて映画「禁じられた遊び」の挿入ギター曲が大ヒットし、
クラシックギターブーム
になりました。その感動と魅力を味わい、初めての方にも講座を通じ、
ギターの魅力に
迫っていきたいと思います。視聴覚教材の使用や実際の演奏を含み、視る・聴く・体験す
るのを通してギター音楽の楽しさを実感してみて下さい。

毎月１回・全６回
第２土曜日（第１回は１０/８）
１０：００～１２：００
（３２名）

No．
１６
脳、活き生きアート
～感じるままに～
谷 いづ美

見る、聴く、嗅ぐ、味わう、触わることで脳を活性化させながら、感じたままに創作活動を
することを目的とした、臨床美術オリジナルのプログラムに沿って制作していきます。毎
回1作品、美術に苦手意識のある方にも、
パステルで描く、粘土、新聞紙で造る、音楽を
聴いてイメージを表現するなど、
創作活動そのものを楽しんでもらえると思います。
（教材費：6回 2,400円）

【申込資格】

６ヶ月コース

10ヶ月コース
毎月２回・全２０回
第２
・
４金曜日（第１回は１０/１４）
※１月は日程変更あり
１４：００～１６：００
（３２名）
６ヶ月コース

６ヶ月コース

６ヶ月コース
毎月１回・全６回
第２日曜日（第１回は１０/９）
１０：００～１２：００
（２６名）

〈はがき記入例〉
1830056

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」 行

切手

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。）

10ヶ月コース

【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２８年６月１日
（水）～平成２８年７月１５日
（金）
＜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、7月30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。
（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」

1

講座No.

2

講座名

【問合せ先】

TEL 042-335-0111（月〜金の9:00〜17:00）
E-mail：tama_shimin_juku@true.ocn.ne.jp

3

氏名（ふりがな）

4

年齢・性別

【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当選結果の中で
お知らせします。

5

〒・住所

6

電話

自宅
携帯

（払込期限が過ぎた場合は失効）
払込期限 ８月２２日
（月）
・ 払込まれた受講料は理由を問わず返金致しません。
【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。
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インターネット
放送による

多摩発・遠隔生涯学習講座
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

6・7月開催予定の講座案内
題

148回
日

講

名

世界各地の旅のはじまり

時 平成28年6月9日
（木） 14：30から約1時間
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）

内 容 探検、
冒険、戦争などではなく、大衆が旅するには、世界共通で宗教行事に参加す
るという動機ときっかけがあった。古代エジプト、
ギリシャ、
ローマ帝国の旅。中世
ヨーロッパでのキリスト教巡礼の旅。
ルネッサンス期にエルサレム巡礼を事業化し
たベネチア共和国。
イスラム圏のメッカ巡礼。
日本での熊野三山詣やお伊勢参り
等の背景を説明、紹介する。
題 名
日 時

149回

沈没船及びその積荷はどの国のものか－水中文化遺産保護条約の発想
平成28年7月14日
（木）14：30から約1時間 講 師 中田 達也 氏
（東京海洋大学大学院准教授）

無料（ただし資料代100円）
○受 講 料
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。）
○メイン会場
○サテライト会場 武蔵野市かたらいの道（6月9日） 武蔵野市西久保コミュニティセンター（7月14日）
○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 070-2648-3520
（高原） TEL 0422-52-0908
（菅原）

D
ry
ona
dicti

Wide
Variety
of
Subjects

特定非営利活動法人

東京雑学大学

平成28年7月講義案内
（会員は受講料無料・会員外は7月14日を除き、１回につき500円）

番号

日時

講義テーマ

第1045回

7月7日（木）
14：00から

日本を取り巻く国際情勢の現状

第1046回

7月14日（木）
14：30から

沈没船及びその積荷はどの国のものか
－水中文化遺産保護条約の発想

教授

教場

河東 哲夫 氏

（Japan and World Trends代表）

中田

達也

氏

（東京海洋大学大学院准教授）

田無公民館

(西武新宿線田無駅南口

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

第1047回

7月21日（木）
14：00から

補聴器のはなし

第1048回

7月28日（木）
14：00から

一日十回感動、
一日五回笑う、
ヒビ割
れて固くなった心をやわらかいモチに

尾上

正嗣

氏

宏太郎

氏

（元シーメンス・ヒヤリング・インスツルメンツ（株）取締役）

窪

（生涯学習指導員、笑死化推進友の会会長）

徒歩3分)

徒歩7分）

西東京市民会館

(西武新宿線田無駅北口

徒歩8分)

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1046回は、第149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。
訂正：本紙5月号（No.32）の5ページでご案内した「東京雑学大学」の講義テーマが間違っていましたので、訂正いたします。
（正）6月26日（日）（第1043回） 講義テーマ「多摩の鉄道 いま・むかし」ーはじめは私鉄から拡がったー
[問合せ先] TEL 042-465-3741（浅田）
TEL 0422-52-0908（菅原）
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多摩交流センターだより

No.

033

TAMA市民塾・日曜講座のお知らせ
「甲州海道」謎解き紀行

第106 回

【講

師】 矢崎 篤 氏
定年退職後、街道を主とした歴史の研究を始めた。
と
りわけ甲州街道には力を注ぎ6年を費やし実地踏破し
て、｢甲州道中平成延絵図｣を作画。現在、
「 歴史の道を
歩く会」
・
「多摩30市町村歴史探訪の会」(非営利団体)
を主宰。

【内

容】 現
 在、国道 20号線を甲州街道と呼んでいますが、
江 戸 幕 府 が 開かれ ( 1 6 0 3 年 ) 、公 道として江 戸 五
街 道 が 整 備された当 初 は ｢ 甲 州 海 道 ｣と呼 称され

日
場

時
所

平成28年7月17日（日） 14：00～16：00
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６階
（府中市寿町１－５－１）

ていました。しかし、正徳六年(1716年)七代将軍家継
の時に幕府より発せられた公文書(触書)にて“海も無い
のに海道とは言えない”として｢甲州道中｣と改められ幕
末まで続きました。今は生活道路から外れた追跡困難な
海道の道筋から参勤交代の道中の道筋へ、更に20号線
へと変化した道筋の謎を、絵図(縦 30cm、長さ 23m)
を中心にして街道の歴史をご案内します。さあ、旅支度
を整え一里塚の原点である日本橋から旅立ちましょう。

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」の問合せ先

（公財）東京市町村自治調査会

武蔵府中
郵便局

多摩交流センター

府中駅北第２庁舎６F

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

ホームページ

FAX 042-335-0127

甲州街道（国道２０号線）
府中グリーンプラザ

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）

編

スカイナード
←至八王子

府中駅
大國魂神社↓

至新宿→

ご注意：駐車場はありません

集 後 記

本号（８頁）
で紹介しましたとおり、
当調査会は東京・多摩

○ 日本列島は、2,000ヶ所以上の活断層が存在し、
いつ、
どこ

製食器と３R～食卓から考えるもったいない～」
を開催しま

活断層が密集する九州で発生した今回の地震は、震源が約

リサイクル市民連邦と共催で、TAMAとことん討論会「陶磁器

で、
どのような地震が起きてもおかしくないとされています。
10kmと浅く、揺れが弱まらないまま地表に伝わり、大きな被

した。討論会では、陶磁器のアップサイクルというお話があり

害が発生しました。地震による断層移動により、隣接する断

ました。破損食器、不要食器のリデザイン、
リメイク・リペアを
行って、
ひいては地域コミュニティの活性化や、元気づくり、
に

ぎわいの場づくりに変えていこうというものです。

○ また、
アップサイクルを通じて、幸せな生活の一要素として、
「器」
に寄り添う生活、精神的なゆとり、生活の豊かさにつな

げていくというお話もいただきました。ゆとりと豊かさを取り

戻すという意味で、今まで使われてきた食器のリサイクル・リ

ユースというものを再認識しました。

○

信託銀行

寿町一丁目交差点

☆ 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。

○

け
や
き
並
木
通
り

参加された多摩地域の食器リサイクルに取り組む多くの市

民団体や行政職員の皆さんが、
この理念を体現するかのよう

に熱心に活動をされていることに驚きました。本討論会を契

機に、陶磁器製食器リサイクルの情報交換が深まり、多摩地
域で広く市民に浸透し、食器リサイクルが定着していけば素
晴らしいと思います。

○ さて、熊本大地震発生から１ヶ月半が経過しました。水道、
電気、道路・鉄道等のインフラの損壊等により、各種産業活動

の停滞をはじめ、多くの方々が未だに避難生活や不自由な生

活を余儀なくされており、改めて、
自然災害の脅威を認識させ

られました。

層帯にひずみが蓄積し、広域的に地震が相次いで発生した

ケースは、気象庁の観測史上初めてということです。地震の発
生メカニズムの複雑さを思い知らされました。

○ また、首都直下地震を引き起こす活断層は、多摩地域では
立川断層帯が良く知られていますが、
まだ見つかっていない断

層があると考えられています。
プレートにひずみがたまって起き

るメカニズムの地震もあり、想定では、首都圏の各地が震度6
から7の揺れに襲われる恐れがあると指摘されています。

○

熊本のような震度７の揺れは、多摩地域も決して他人事で

はありません。首都直下地震が、30年以内に発生する確率

は、70％程度とされています。大きな揺れによる建物の倒壊

に加えて、火災による被害も想定されます。建物の耐震化や
防火対策など、平時の備えが大切だということを改めて認識

して、
住民も行政も直ちに行動に移すべきだと思います。

○

熊本大地震の被害に遭われた皆さまに心よりお見舞い申

し上げますとともに、一刻も早い復興に向けて微力ながら尽
力したいと思います。

（M.M）
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とっておきスポット
第21回

福生市

“ココ
”
ご存じ
ですか
?

福生市 といえば、表紙のベースサイドストリートを連想するかもしれないけど、
今回はわたげのボクが、
お勧めの酒蔵「田村酒造場」と「石川酒造」を紹介するよ。
田村酒

造場

玉川上水沿いの雑木林の多い閑静な一角、こ
こが田村酒造場だよ。門を通ると杉玉の吊るされた大きな蔵
があって、化粧面の仕上がりが最も煉瓦らしい美しさを持つ
といわれるフランス積の八角形の煙突が立っているのが印象
的なんだ。
敷地の裏手を流れる玉川上水から取水された田村分水は、
酒造場の水車を動かし、田園地域の農業用水として活用され
ていた歴史があるんだよ。田村分水は多摩川中央公園あたり
で多摩川に合流するんだ。

石川酒造

多摩川沿いの段丘の上、黒板塀に囲まれた
一角が石川酒造なんだ。脇には南稲荷神社の大ケヤキ、敷地
内には夫婦ケヤキなど巨樹が目立ち、由緒ある旧家であるこ
とを物語ってるよ。長屋門や酒蔵など歴史的な建造物の間を
熊川分水が今も流れてるんだ。
玉川上水の青梅橋付近から取水されたこの分水は、近代に
入って引かれた数少ない分水の一つで、灌漑用水に乏しかっ
た熊川村の住民の生活に大きく役立ったんだって。みなさん
もぜひ、ふわっと行ってみて！

［ 現地案内 ］
田村酒造場

福生市福生626 TEL 042-551-0003
交通案内：ＪＲ青梅線福生駅から徒歩約10分
石川酒造

福生市熊川1 TEL 042-553-0100
交通案内：ＪＲ青梅線・五日市線・八高線・
西武拝島線拝島駅から徒歩約15分
田村酒造
田村酒造場

【発行日】平成28年6月1日

［ 情報・写真提供 ］
福生市生活環境部シティセールス推進課
TEL 042-551-1511（代表）

【発行】公益財団法人

〒183-0052東京都府中市新町2-77-1 東京自治会館4F
ホームページ

http://www.tama-100.or.jp/

東京市町村自治調査会

石川酒造
石川酒造

【責任者】岸上 隆
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