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報告書をご活用ください

　本調査研究は、人口減少社会を含めた厳しい環境の変化に柔軟に対応す
るため、多摩・島しょ地域自治体が窓口業務改革をどのように行うべきかにつ
いて調査しました。住民サービスを継続的に向上させ、業務効率化とコスト削
減も考慮した人口減少社会に対応できる窓口とするためには、「全庁一丸で
つくる窓口」を目指すべき将来像とし、トップ、管理職、企画・行政改革・窓口
部署などの自治体窓口に関係する主体が積極的に関与することが必要である
と提言しました。 

～自治調査会では、幅広い分野の調査・研究を行っています～
　自治調査会では、1986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。 
　2010～2019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（https://www.tama-100.or.jp/）で閲覧・
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、2019年度に実施した調査研究等の報告書を紹介します。 

自治体における窓口業務改革に関する
調査研究報告書

　新しい共助の
仕組みとして民泊
やシェアサイクル
などの「シェアリ
ングエコノミー」
が近年注目され
ています。本調査
研究では、多摩・
島しょ地 域自治
体のシェアリング
エコノミーの実施
状況、住民の方の
認知度や利用経験等を踏まえ、シェアリングエコノ
ミーを取り入れた自治体課題解決の検討手順を提
示しています。

シェアリングエコノミーで解決する
自治体課題に関する調査研究報告書

　 公 務 員 の 副
業・兼業が「地域
の担い手不足」と
「自治体におけ
る人材育成」を同
時に解決できる
可能性に着目し、
職員・行政・地域
それぞれの側面
から分析・検討を
行いました。職員
のスキルアップ、
自治体の人材戦略、地域貢献を好循環させ、相乗
効果を発揮することで、地域としての経営力を高め
ていく視点から、公務員の副業・兼業のあり方とそ
の効果的な促進策について提言しています。 

公務員の副業・兼業に関する調査研究
報告書
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　本調査研究では、
基礎自治体がペット
問題に取り組む際に
注力すべき点や、ペッ
ト問題の発生予防や
早期対応のために必
要な連携体制の構築
等について、調査研究
を行いました。私たち
が暮らす街には、ペッ
トを家族のように愛する人から、動物が苦手な人
まで、様々な人がいます。そのため、「人間のために
ペット問題に取り組む」という視点で、全ての住民
の生活環境向上に寄与することを目指しました。 

ペット問題の解決がもたらす住民の
生活環境向上に関する調査研究報告書

　伊豆諸島・小笠原諸
島の魅力を紹介する
ため、「東京 島めぐり 
伊豆諸島・小笠原諸
島魅力紹介ハンドブッ
ク」を作成しました。
東京島しょ地域には人
が住んでいる島が 11 
あり、11島のそれぞれ
異なる魅力を紹介して
います。成り立ち・歴史・文化・自然・観光等、東京
島しょ地域における学びも遊びも網羅している一冊
です。

東京島しょ地域における魅力紹介に
資するための調査研究

　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 21 年度から平成 30 年度まで）

　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 21 年度から平成 30 年度まで）

　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
2018（平成30）年度統計

多摩地域データブック
2019（平成31・令和元）年版
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国分寺市2

東村山市1

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取組を紹介します。

市 町 村 の 取 組 紹 介

　国分寺市では、毎年秋に 2 回、市内の「姿見の池」及びその接続する水
路において、小学生とその保護者を対象に環境学習の一環として『アメリカザ
リガニ捕獲大作戦』を実施しています。
　2019 年度も9 月と10 月に各回 40 名の参加者があり、2 日間で合計 83
匹のアメリカザリガニを捕獲・駆除しました。また捕獲作業以外にも当市環境
アドバイザーを講師として招き、アメリカザリガニの生態、外来種が在来種に
及ぼす影響や水辺の生き物等についての講義・観察会を行いました。両日共
に快晴の中、親子で生き物について学ぶ良い機会となりました。

【問合せ先】 国分寺市 まちづくり計画課　TEL 042-328-2192

　本事業は村施設を LED 化することにより、島内の省エネに寄与するととも
に、住民にエコロジーを推進することを目的としています。
　2019 年度は、村民から観光客まで利用の多い「新島村博物館」の事務所、
廊下、トイレ、キッチンなど施設内を LED 化しました。2020 年度以降も随時、
村施設の LED 化を行っていく予定です。
　まずは村が率先して村施設を省エネ化することで、村全体で環境に配慮した
省エネルギー機器等の使用普及を推進していこうと考えています。

【問合せ先】 新島村 企画財政課　TEL 04992-5-0204

　東村山市では、地球温暖化の原因である温室効果ガスの排出量を削減する
ために、住宅用太陽光発電システムの設置費の補助を行い、家庭での再生可
能エネルギーの利用促進を図っています。
　太陽光発電システムは、「自然災害への備え」や「光熱費削減」のために
設置される方が多く、「設置して良かった」と満足されている方がほとんどです。
また、「設置後に節電を意識するようになった」という方も多く、市民の皆様
の環境への意識が高まることにもつながっています。

【問合せ先】 東村山市 環境・住宅課　TEL 042-393-5111

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。

新島村3 新島村ＬＥＤ化事業

かれん

東村山市Tama

国分寺市

Tama

Islands
新島村 Tokyo

シーナ

アメリカザリガニ捕獲大作戦

住宅用太陽光発電システム設置費補助事業
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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
(月2回）

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 2,000/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 1,600/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 1,600/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
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 1,3火曜の午後 2,000/月

演
　
劇

葵の会 演劇活動を通じて地域と交流を図り、楽しく芝居をやっています 1,3火曜の夜間 1,000/月

アルディラ2001 プレイバックシアター（みんなで即興劇）の体験を通して、様々
な気持ちをわかちあいあいます 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

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 4,000/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
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 3,000/2ヶ月
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

吹矢「いぶき会」 スポーツウェルネス吹矢の普及と、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円

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 2火曜の午後
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 2,000/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 土曜の午前（月2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月曜の午前 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

Friday　English 日常英会話の学習と交流及び地域社会への貢献 月4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

　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、118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合せください。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合せください。 TEL 042-335-0100

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）

朗
読

オコサの会 いろいろな絵本で学びあい、親睦を深める。子育て支援セン
ターでのボランティア 2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図り、心身ともに健康な生活を
営む 1,3水曜の午前 2,000/月

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

ドラマティックリーディング宙音 ドラマティックリーディングに関する表現活動を行う動きをつけ
た朗読をやっています 2,4水曜の午前 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 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
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 （々わきあいあい）のう
ちに素晴らしい詩人達が巣立ってます

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 8,000/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 100/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
ると共に、多摩地域の文化の向上や会員相互の親睦を図る 3火曜の午前 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 奇数月/1月曜 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 1,000/3ヶ月

旧暦の会 旧暦に関する学習活動 月1回 600/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 4,000/6ヶ月

「歴史の道を歩く会」 多摩地域の歴史を探訪・甲州街道探訪 不定期
（月1～2回）

400/回
+2,000/年

土曜クラブ 国内外の歴史・風土や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

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・宗教・風土等)や、世
界遺産について研究する

3土曜の午後
（月1回） 1,000/年

多摩地域近現代史を学ぶ会 アジア・太平洋戦争の実相を学ぶとともに、多摩地域への影響
を横断的な交流と学習を通じて理解する 月4回程度 500/年
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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 500/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

蘭亭会 半紙・条幅を使用して書道の練習 2,4土曜の午後
（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 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水曜の午後 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

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 2,000/月

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を楽しんでい
ます 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 曜日不定期の午後
（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

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 3火曜の午後 必要時徴収

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

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金曜の午後 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 2,4金曜の午後
(月2回) 3,000/月

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）
学報の発行（年3回） 毎週木曜の午後 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 生涯学習を行う団体と連携し、事業のネットワーク化を図る

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

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
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分野 団  体  名 活  動  内  容 活動日 会費（円）

暮
ら
し・福
祉

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
（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

楽しい菜園18 無農薬栽培の知識をもとに地域の家庭菜園の運営向上を図
る 年4回程度 1,000/年

多摩地域労働相談センター
社会的に問題となっている労働や貧困と向き合うため、多摩地
域において無料の労働相談を行い、労働問題の社会的な解決
を目指す

不定期
なし

（適宜ｶﾝﾊﾟ徴収
有）

チマ・チョゴリ友の会 在日朝鮮・韓国の子供たちが、安心して暮らせるように、国際交
流などの活動を通して理解と助け合うことを学びあいます 不定期 300/回

野外
活動 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/年

そ
の
他

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

自分磨きの美色講座の会 「色彩で地域を華やかに」をテーマに「色」を身につけ、景観を
カラフルに、地域の活性化を目指す 不定期 1,000/月

※掲載内容は各団体からの申出によるものです。

会議室の利用について
　会議室の利用希望が他団体と重なった場合は、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。 
※ 現在、新型コロナウイルス感染拡大防止のため利用を停止

しています。再開日はホームページでご確認ください。

●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 ※印刷機使用料は、2020 年 10 月から改定されます。

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・ブルーレイプ
レーヤー

第2会議室 41名 ホワイトボード・テレビ・ブルーレイプ
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・ブルーレイプ
レーヤー・マイク等音響機器類

●会議室の案内

TAMA市民塾 スポット講座　中止のお知らせ
2020年5月17日（日）

講師　飯田 弘 氏

上記講座 (「本紙」4 月号（No.079）掲載 ) は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため
中止となりましたので、お知らせします。

第4回
楽しく知ろう！!
オリンピック・パラリンピック 
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日時 講義テーマ 教授 教場

6月4日（木）
14：00から 高尾山の四季を通しての行事 原　秀誠　氏

(大本山高尾山薬王院参務)

小金井市 前原暫定集会施設
（JR武蔵小金井駅南口　徒歩7分
小金井市役所向い、商工会館隣）

6月11日（木）
14：00から 享保十八年の疫病流行 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)

6月18日(木）
14：00から

衣類のトラブルと手入れ
－失敗しないための知識－

工藤　千草　氏
(元日本大学通信教育課程特任教授)

小金井市市民会館「萌え木ホール」
(JR武蔵小金井駅南口　徒歩7分

小金井商工会館3F)

6月25日(木）
14：00から ディスアビリティで見る社会変容 千葉　優子　氏

(青山学院大学経営学部准教授)

小金井市市民会館「萌え木ホール」
(JR武蔵小金井駅南口　徒歩7分

小金井商工会館3F)

☆申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）
※本紙4月号（No.079）に掲載の（5月講義案内）5月7日（木）、5月14日（木）、5月21日（木）の講義は中止します。

（受講料は会員無料・会員外は1回につき500円）

特定非営利活動法人

東京雑学大学D
dictionary

Wide
Variety

 
Subjects

of

dictionary

Wide
Variety

 
Subjects

2 0 2 0 年 6 月 講 義 案 内

継続申請事業　7 事業（ 7 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【中止】 セラピーウォーク実行委員会 2020年4月29日（水・祝） JR奥多摩駅～奥多摩むかしみち
～奥多摩湖

2 奥多摩ふれあいカヌーフェスティバル2020 特定非営利活動法人
奥多摩カヌーセンター 2020年6月14日（日） 奥多摩町氷川渓谷

～白丸湖特設カヌーコース

3 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 2020年8～9月 檜原村内各所

4 第4回多摩地区28市町対抗囲碁団体戦 多摩地区市対抗囲碁団体戦実行
委員会 2020年9月13日（日） 府中市市民会館「ルミエール府中」 

5 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 2020年10月18日（日） 東京都立奥多摩湖畔公園  山のふるさと村

6 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 2020年10月～2021年1月 払沢の滝周辺店舗

7 払沢の滝冬まつり 払沢の滝冬まつり実行委員会 2020年12月～2021年3月 檜原村内払沢の滝周辺店舗

＊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。

2020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 2020年6月14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
しっ

漕
そう

）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。カヌーレースのほか、一般
の方向けアトラクションも用意する予定です。

参加費 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
 ※新型コロナウイルス感染拡大の影響から中止となる場合があります。
 　詳しくは上記にお問い合わせください。

広域的市民ネットワーク活動等助成事業紹介
奥多摩ふれあいカヌーフェスティバル2020　同時開催 第26回奥多摩カップカヌー競技大会
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新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う
イベント等の中止について

　本紙 8・９ページでもご案内したとおり、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止のため、中止とさせていただくイ
ベントがございます。イベントを心待ちにしてください
ました皆様には申し訳ありません。
　また、本紙で紹介したイベントや、今後紹介するイベ
ント等につきましても、同様の理由で中止する場合がご
ざいます。本紙やホームページで周知はいたしますが、
ご不明な場合は、お手数ですが各イベントのお問合せ先
にご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。

〇　５月になり、「令和」の年がまる１年過ぎました。
５日には「立夏」を迎え、春から夏に向かう穏やかな季節
となります。

〇　過ごしやすい気候とは裏腹に、新型コロナウイルス感染症
のパンデミック（世界的大流行）の波紋が至る所に及んでい
ます。全世界で４月中旬に感染者が200万人を超えました。
・ ４月７日には緊急事態宣言が発令され、約一ケ月の長期

にわたり、外出自粛や自宅待機など、感染拡大を阻止す
るため気の休まらない生活が続いています。

・ 衝撃が走った東京2020オリンピック・パラリンピック大
会延期も、来年７月の開催が決まりました。仕切り直し準
備に数千憶円規模の追加費用がかかるとみられています。

・ 訪日外国人旅行者も大幅減となり、世界各国の渡航制限
やオリパラ大会延期の影響もあり、今後、更なる落ち込
みが見込まれています。

・ 外務省は全世界に対して危険度レベル２（不要不急の渡
航中止）の危険情報を発出し、航空業界では国際便の減
便・運休等によりANA（全日本空輸）は約５千人の客室
乗務員を対象に数日の一時帰休を実施しています。

・ GW中のJR各社の新幹線も運行計画が見直され、増発予
定だった臨時列車をすべて運休とすることが報じられま
した。

〇　旅行や出張、会議も全て控えて人の移動を抑える、ま

た、人が集まるイベントが中止される、海外調達の物品や
部品の入手が困難になり製造や建設等の現場に滞りが生じ
ている、世界中で耐久財が売れない等々、あらゆる分野に
影響があり、社会経済活動の大幅な停滞と不況の到来が危
惧されています。

〇　経済対策も次々と打ち出され、総額108兆円と報じられ
ています。あるリポートでは、『感染拡大を防ぐために人
為的に需要を抑えているため、最も窮地に陥っているのは
スポーツ・文化イベント、旅行・宿泊、飲食店などの業種
である。休業等により収入の確保が困難になり、生活が逼
迫している困窮者が生じている。まずは、これらに焦点を
当てた経済対策や支援が必要』と解説しています。

〇　鎮静化のため世界中でワクチン開発が、また、国内では
抗ウイルス薬承認に向けての治験、試験的投与も進んでい
ます。今後はウイルスを検出するPCR検査に加え、免疫の
有無を調べる抗体（血液）検査導入のステップに進むもの
と想定されます。

〇　「コロナ疲れ」や「ストレスの蓄積」など様々な困難が
ありますが、感染症流行の影響を最小限にとどめウイルス
との戦いに負けないためには、厳しく先行きの見えにくい
この時期を社会全体が協力して乗り越えていく必要があり
ます。
　今こそが、「がんばり処！耐え処！」です。 （M.N）

編 集 後 記

☆ 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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銀行

（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6F
TEL 042-335-0100　FAX 042-335-0127
ホームページ　https://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


