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東京市町村自治調査会
5月の内容
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・広域的市民ネットワーク活動等助成事業紹介
　障がい児者・家族と皆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 2018
　同時開催　第 24 回奥多摩カップカヌー競技大会▲

島じまん 2018▲

編集後記▲

とっておきフォトスポット～瑞穂町～

▲

 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
 　　狛江市　　のびのび会及びとんぼの会等による緑環境保全及び啓発活動
 　　東大和市　東大和狭山緑地管理事業
　　 三宅村　　三宅島緑化プロジェクト支援事業▲

 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 30 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、都市農業・都市農地の位置づけが大きく転換された時機
を捉え、今後自治体が農業振興や都市農地を活かしたまちづくりにどのような
視座で取り組むべきか、その方向性を示すとともに、実際の取組を進める上で
参考となることを目的に、社会動向の整理・分析とその方策を提言しました。
　今後は、農地利用形態・農業経営形態の多様性(ダイバーシティ)を高めて
いく必要があるとの認識のもと、将来のまちづくり実現に向けた具体的施策
を、「都市農地利用」「都市農業経営」「都市の食農流通」の３つのアプロー
チで提案しています。 

～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20～29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29年度に実施した調査研究等の報告書を紹介します。

多摩地域における都市農業の保全と振興に関する調査研究報告書
～人口減少下の多摩地域における都市農業・都市農地の活用方策～

　本調査研究は、
平成28年度に実施
した「多摩・島しょ
地域におけるスポー
ツを活用した地域
活性化に関する調
査研究～スポーツコ
ミッションの機能に
着目して～」の調査
結果をポイントを絞
り込んで深掘りした
ものです。スポーツを活用した継続的なまちづくり
の可能性を提示するために、立川市と国分寺市を
モデル地域に選定し、具体的地域におけるスポーツ
コミッション設置の可能性を察しています。

スポーツを活用した地域活性化に
関する調査研究報告書
 (ケーススタディ：立川市・国分寺市) 　本調査研究で

は 、外 国 人 住 民
に対するコミュニ
ケーション支援や
国 際 理 解・異 文
化交流にとどまら
ず、外国人住民の
生活や地域での
活躍を支えるため
の多分野における
横断的な取組と、
これを着実に推進
するための基盤づくりに必要な取組を提示していま
す。

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報告書
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　 本 調 査 研 究
は、新地方会計を
「作って見せる」
だけではなく、「利
活用する」ための
方法論を提示する
とともに、多摩・島
しょ地域の自治体
が利活用に際して
参考となる事例等
をケーススタディと
して示しています。そして、適切な自治体経営、ひい
ては将来のまちづくりにつながる政策を提言をして
います。

多摩・島しょ地域における新地方公会
計の利活用に関する調査研究報告書

　多様な働き方の
実現は、女性活躍
やワーク・ライフ・バ
ランスの推進に加
え、労働力不足解消
や生産性向上に向
けて、様々な制約の
ある人も働ける環境
を整備するという観
点から求められてい
ます。
　そこで、本調査研究は多摩・島しょの市町村が、多
様な働き方を進める上での課題等を明らかにし、実際
に取組を進める上で参考になる提言を行っています。

多様化する働き方を踏まえた
職場づくり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19年度から平成28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19年度から平成28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28年度統計）

多摩地域データブック
2017(平成29)年版
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シーナ

東大和市2 東大和狭山緑地管理事業

三宅村3 三宅島緑化プロジェクト支援事業

狛江市1 のびのび会及びとんぼの会等による緑環境保全及び啓発活動

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。

  市の北部に位置する狭山緑地は、市民のやすらぎの場、憩いの場として昭和
60年に開園しました。市のシンボルである狭山緑地の緑を、市民の皆様ととも
に将来にわたって適切に保全し、豊かな自然を次世代の人々に引き継ぐことを
目的に、東大和市では緑地内の見回り、木道の修繕、倒木や枯枝の処理などの
管理事業を行っています。
　狭山緑地は、植物や昆虫類、鳥類などが身近に観察できる貴重な緑地です。
学校教育の場としても活用しており、市内各小学校の児童たちが、五感を使っ
た体験を通じて自然と人間の関わりの大切さと楽しさを学習しています。

【問合せ先】 東大和市　環境課　TEL　042-563-2111

東大和市Tama

  三宅島は、2000年の噴火災害が起こったことにより、島内の森林区域内には
立ち枯れたままの枯損木が大量に残存し、森林の更新阻害や土砂災害等の
二次災害を引き起こす要因となっています。このため、早急な緑化対策事業の
実施が必要です。
　森林植生の早期回復に向けた枯損木処理及び植栽を行い、二次災害の防
止や土壌の流出防止を図り、三宅島の緑化に取り組んでいます。

【問合せ先】 三宅村　企画財政課　TEL　04994-5-0988 

　狛江市では、市民との協働による緑保全活動の一環として、小足立のびのび
公園、前原公園の管理をのびのび会やとんぼの会等のボランティア団体にお願
いしています。
　ボランティア団体の主な取組として、公園内の樹木の剪定や除草のほか、季節に
応じた花の植栽を行っており、身近にある緑の大切さを伝えることができています。
　特に前原公園では、狛江の魅力の一つである小さな池、通称「とんぼ池」の清
掃が行われ（右写真）、ヤゴ等が保護されています。
　これらの活動によって、市民の憩いの場である公園の魅力がより一層輝いています。

【問合せ先】 狛江市　環境政策課　TEL　03-3430-1111

狛江市

Tama

Islands
三宅村

かれん
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番号 日時 講義テーマ 教授 教場

第1136回 6月7日（木）
14：00から 「古典学習と表記の二重性」 市川　浩　氏

（国語問題協議会常任理事）
西東京市民会館

(西武新宿線田無駅北口　徒歩8分)

第1137回
※

6月14日（木）
14：30から

「赤穂事件（忠臣蔵）
に見る人間模様」

吉田　豊　氏
（古文書インストラクター）

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1138回 6月28日（木）
14：00から 「月光院と江島（絵島）」 松尾　美恵子　氏

（学習院女子大学名誉教授）
田無公民館

(西武新宿線田無駅南口　徒歩3分) 

☆申込みは必要ありません。直接会場へお越しください。
※第1137回は、第172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４月号（No.55）の８ページでご案内した「東京雑学大学」の講義が変更になりました。
　　　（変更） ５月31日（木）（第1135回） 講義テーマ「古典に現れた浦島太郎たち」
  教授　川口　順啓氏（鉄道文学会顧問・元JR東海専務取締役）
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14日を除き、1回500円）

特定非営利活動法人

東京雑学大学 平成30年6月講義案内

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。

題　名　赤穂事件（忠臣蔵）に見る人間模様　　日　時　平成30年6月14日（木）　14：30から約1時間　
講　師　吉田　豊　氏（古文書インストラクター）

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

日　時 平成30年5月10日（木）　14：30から約1時間
講　師 花柳　要三郎氏（日本舞踊・花柳流師範）

題　名

日本舞踊へようこそ

内　容 日本の伝統芸能の底流に「序・破・急」の概念があるといわれていますが、
日本舞踊では、それらを「オキ、デ、クドキ・・・」と表現しています。
併せて「踊りの三要素（舞・踊・振）「基本動作（構え・重心）」につい
てご紹介します。当日は映像をご覧いただきご理解を深めていただこう
と思います。

171回

172回

D
dictionary

Wide
Variety

 
Subjects

of

dictionary

Wide
Variety

 
Subjects

多摩交流センターだより

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 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 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 1,000/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 1,500/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！！ 1,3火曜の午前 2,000/月

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 月2回 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 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
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3回と
土曜の午後1回

500/月
入会金 1,000

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図る 1,3月曜の午後 1,500/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

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

　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、129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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分野 団  体  名 活  動  内  容 活動日 会費（円）
Friday　English 日常英会話の学習と交流及び地域社会への貢献 月3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

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

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 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10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 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
めるとともに、多摩地域の文化の向上や会員相互の親睦を
図る

火曜（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 2,4月曜の午後 1,000/月
旧暦の会 旧暦の関する学習活動 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
(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・風土等）に関する
研究活動。世界遺産についても研究する

3土曜の午後
（月1回） 1,000/年

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）

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 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/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+
4,000/年

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

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

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

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）

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

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

NPO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

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

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

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土曜日
　(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

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/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 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

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（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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1. 継続申請事業　11事業（11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30年4月29日（日・祝） JR奥多摩駅
～奥多摩むかしみち～奥多摩湖

2 障がい児者・家族と皆で楽しむ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30年6月17日（日） 東京都立八王子東特別支援学校

3 奥多摩ふれあいカヌーフェスティバル2018 特定非営利活動法人　
奥多摩カヌーセンター 平成30年6月3日（日） 奥多摩町氷川渓谷

～白丸湖特設カヌーコース

4 多摩の歴史と未来 まなびの雑学実行委員会 平成30年7月22日（日） 西東京市民会館

5 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 平成30年9月 檜原村内各所

6 第10回西東京音楽祭 西東京音楽祭実行委員会 平成30年10月上旬 西東京市民会館他

7 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 平成30年10月12日（金）ほか 小平市ルネこだいら中ホールほか

8 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30年10月14日（日） 東京都立奥多摩湖畔公園　

山のふるさと村

9 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30年10月～平成31年1月 払沢の滝周辺店舗

10 払沢の滝冬まつり 払沢の滝冬まつり実行委員会 平成30年12月～平成31年3月 檜原村内払沢の滝周辺店舗

11 第7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31年3月4日（月）・
3月5日（火）

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30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

日　時 6月10日（日）　開会式10：00　閉会式14：30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。

入場料 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　URL：http://www.okutamacanoe.jp/festival/

広域的市民ネットワーク活動等助成事業紹介

日　時 6月17日（日）10:30～14:30　事前申込不要　会場前にて10時から受付開始
場　所 八王子東特別支援学校体育館
内　容  ジャンケンゲーム、パン食い競争、スイカ割り、ボッチャで賞品、玉入れ、大小玉送り…

森vs海チーム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。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。

参加費 1人200円
 ※ファミリー割引有　※「ボッチャ」景品用品物を当日持参して下さい。
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

障がい児者・家族と皆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２０１8　同時開催 第24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



No. 056

11ぐるり39
 2018.5

☆ 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

スカイナード

寿町一丁目交差点

府中駅北第２庁舎６階

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

○　５月になりました。先月、瀬戸大橋開通30周年と明石
海峡大橋開通20周年のニュースがありました。この本州
四国連絡架橋はかつて旅行で訪れたことがあり、橋上か
らの美しい瀬戸内の眺望が脳裏に蘇ります。

　　本州と四国を結ぶ３本の連絡架橋は、明石海峡大橋
ルートが昭和63年（1988年）に、瀬戸大橋ルートが平
成10年（1998年）に、瀬戸内しまなみ海道ルートが平
成18年（2006年）にそれぞれ開通しました。総工費は
３ルート合わせて3兆４千億円にものぼる国家プロジェ
クトでした。青函トンネルもこの頃（昭和63年（1988
年））に開通し、日本全国がすべてレールでつながった
ことから、鉄道ファンの間では『一本列島』と呼ばれま
した。それぞれの地方の念願が成就した時期でもあり、
地域の人々の喜びはひとしおであったと思います。

　　一方、その美しい景観とともに思い起すことがあり
ます。それは、四国４県全体の人口が約380万人で、多
摩地域全体の約420万人に近いということです。（※平
成27年10月現在）単純に人口を物差しとして比較はで
きませんが、多摩地域には主な一般国道は国道20号線
（甲州街道）と国道16号線の2本しか無く、それぞれの
地域住民が等しく負担している税に比べて、投下されて

いる税を原資とする社会資本の地域差がずいぶんあるよ
うに思われます。

　　折しも現在、ふるさと納税や地方消費税の清算基準の
見直しなど、様々な形で東京都から地方への財源流出増
加の傾向が顕在化しています。一つの地方である東京の
財源を狙い、地方と地方の配分変更を行うことよりも、
国と地方の役割分担や負担割合を見直すことこそが、本
来あるべき姿と考えます。

　　さて、新年度事業の実施に向けて、それぞれスタート
が切られていますが、上記ポスターでご案内のとおり、
今月、２年に一度開催される伊豆諸島・小笠原諸島の
「島じまん2018」が竹芝桟橋で開催されます。前回実
施の2016年には東京の島しょ人口の4倍近くに当たる
10万人を越える集客があり、賑わいを見せました。

　　東京の島しょも地域の全人口が少なく、港湾の整備
など東京都による一定の社会資本維持のための負担はあ
りますが、島のおかげで存在する排他的経済水域は日本
全体の約４割を占め、様々な海洋資源が確保されていま
す。

　　当調査会も協賛しておりますので、是非一度、ご覧い
ただきたいと思います。　    （M.N）

編 集 後 記



[情報・写真提供]
瑞穂町都市整備部産業課　042-557-7633

瑞穂町立瑞穂第五小

六道山
スカイホール

福正寺

阿豆佐味天神社
バス停「殿ケ谷」

とのがや保育園

青梅街道

大日山馬頭観音
瑞穂町役場

御嶽神社

瑞穂町立瑞穂第一小

箱根ケ崎時計台
箱根ケ崎駐在所

加藤神社

箱
根
ケ
崎
駅

福生警察署
石畑駐在所

狭山谷公園

瑞穂郵便局

桜 沢

アンネのバラ・平和のシンボル

[現地案内]

◆アンネのバラ・平和のシンボル
「箱根ケ崎駅」から徒歩20分
◆桜沢（表紙）

「立川駅」から立川バス「箱根ケ崎駅東口」行きで、約25分 
「殿ケ谷」下車。徒歩15分。

再生紙を利用しています。

【発行日】平成30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

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るなど、マナー違反にならないようにね！

　瑞穂町では広島市ホロコースト記念館から譲ってもらった「アンネのバ
ラ」の苗木を、平和への願いを込めて大切に育てているよ。学校など
の公共施設１４カ所に植えてあるんだ。アンネのバラは、咲き始めから
段々と色味が変わっていく花で、満開のピークになる５月上旬には毎年
たくさんの人が見に訪れるよ。

　瑞穂町には平和への願いが込められた植物がたくさん植えられてい
るよ。原爆投下後の広島や長崎で芽吹き返した植物の種から育てられ
た苗木を分けてもらって育てているんだ。被爆アオギリやクスノキのほ
か、アンネのバラなど８種類もの樹木があるよ。ここからは、そのまま
六道山の遊歩道へハイキングにいけるんだ。

・４月下旬から５月上旬に見頃を迎えるんだ。
・花ごとに色も形も違うから、フレーミング次第で色んな写真が撮れるよ。
・バラのほかにも平和のシンボルとして色々な植物が植えてあるよ。

・�平和のシンボルの樹木には看板があって、
　それぞれ由来が書いてあるよ。
・すぐ側のスカイホールからは町の景色や富士山を展望できるんだ。

アンネのバラ 平和のシンボル
＠WATAGE ＠WATAGE

瑞穂町第4回 

撮影のPOINT ! 撮影のPOINT !

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「アンネのバラ」と「平和のシンボル」を紹介するよ。


