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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 

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
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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


