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福生市2

国立市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

　福生市では、サクラやウメ等の樹木に被害を与える特定外来生物クビアカツ
ヤカミキリの早期発見・防除を推進するため、市民説明会及び技術講習会を
開催しました。
　「クビアカツヤカミキリに関する市民説明会～見つけたらどうしたらいいの？
～」(2019 年 6月26日 ( 水 ) 実施 )では、見つけた場合の対処方法等につ
いて専門家による解説を行いました。「特定外来生物クビアカツヤカミキリの防
除に関する技術講習会」(2019 年 8月27日 ( 火 ) 実施 )では、造園業者を
対象に、現場での薬剤の注入方法等の講習を行いました。
　今後も、クビアカツヤカミキリ防除を推進するための周知活動を進めます。

【問合せ先】 福生市 環境課　TEL 042-551-1718

　神津島村では緑化推進事業として、道路脇のスペースや観光地の一角を
活用し、花を植えています。島に自生する植物や景観に囲まれるスペースに
四季折々の花を植えることにより、観光客や神津島村民に島の自然の癒しを
実感してもらえるような心地良い空間となりました。
　また、11月下旬に植えた水仙も2月下旬から咲きはじめて、強い西風にも
負けず、神津島の心地良い日差しが感じられるかわいい空間となりました。

【問合せ先】 神津島村 産業観光課　TEL 04992-8-0011

　国立市では毎年 2回、市のシンボルである大学通りの緑地帯や市内公園で、
大規模な花植えを実施しています。特に大学通りの花植えでは市民ボランティ
アが中心となり、学校や商店会も巻き込みつつ、計画から実作業に至るまで
進めていくことで、「みんなで一緒に」という花と緑のまちづくりの理念を体現し
ています。花で彩られた街の姿に感動し、様々な調整の苦労を乗り越え、花と
緑による市民協働の輪が広がっていくことにも大きな手応えを感じています。
　国立市では、今後も自然と人、人と人との絆がより深まるよう、本事業を推
進していきます。

【問合せ先】 国立市 環境政策課　TEL 042-576-2111

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。

神津島村3 神津島村緑化推進事業

かれん

国立市Tama

福生市Tama

Islands
神津島村

Tokyo

シーナ

クビアカツヤカミキリ防除推進事業

くにたち花と緑のまちづくり事業
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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

№・講座名・講師名 講座内容 回数・曜日・時間・定員

No．1
初めてのチェス

印南　邦彦

チェスは、「国際将棋」とも言われ、競技人口がいちばん多いボードゲーム
です。チェスはスポーツであり、アジアオリンピックの正式種目になったことも
あります。ルールはやさしいのですが奥深く、強くなるほど楽しくなります。ゲー
ムを楽しみながら仲間作りはいかがですか。

（教材費　チェスセット（盤と駒）　約￥3,000 ）

６ヶ月コース

毎月1回・全6回
第1月曜日

（第1回は10/5）
※１月は日程変更あり

14:00～16:00（26名）

No．２
地域をもっとＰＲ
～メディア活用法

礒部　慎一

地域の取り組みをメディアに取材してもらうには、メディア側の様々な事情
を知る必要があります。どんな企画を、どのタイミングで、どの担当者に、ど
んな資料とともに示せば採用の確率が高まるのかを、放送の現場で20年余り、
採否と取材指揮に直接携わった講師がノウハウを提供し、グループワークで
採用を促します。

６ヶ月コース

毎月2回・全12回
第1・3火曜日

（第1回は10/6）
14:00～16:00（32名）

No．３
スポーツ吹矢
富田　きよ子

スポーツ吹矢は1998年に日本で生まれました。健康と生涯スポーツとして
老若男女を問わず誰でも挑戦出来る楽しいスポーツです。正しい有酸素運
動で吹矢法腹式呼吸を取り入れ、多様な健康効果を創出するニュースポーツ
です。

（消耗品代として　的・矢・マウスピース・パイプクリーナー等　￥1,200 ）

６ヶ月コース

毎月2回・全12回
第2・4火曜日

（第1回は10/13）
10:00～12:00（26名）

No．４
いま一度、

漱石の「こころ」を
読んでみよう
鎌倉　芳信

おそらく誰もが教科書で読んだことのある漱石の「こころ」。友情か愛情か、
親友か恋人か、揺れ動くその心を息が詰まるような思いで読んだ人もいたに
違いありません。あれからだいぶ年を経た今、あの時の思いに立ち戻って、こ
んどは人生を重ねた目でもう一度読み返してみましょう。いっそう深い新たな
気持ちになるでしょう。

６ヶ月コース

毎月2回・全12回
第2・4火曜日

（第1回は10/13）
14:00～16:00（32名）

No．５
暮らしに役立つ気象学
－空を見上げて
天気を予測しよう

北村　利次

空に浮かぶ雲、雲の種類や動きを見てその後の天気を予測することが可能
です。地上、高層天気図と組み合わせると、より詳しく天気の変化がわかりま
す。年間を通じて撮影した雲の分類別写真集を作ります。作品は生涯の思い
出となるでしょう。また、大気の立体構造を捉えるため、天気図や気象衛星画
像を解析します。

（教材費　写真アルバム、写真プリント代など ￥1,000程度）

10ヶ月コース

毎月2回・全20回
第1・3水曜日

（第1回は10/7）
10:00～12:00（26名）

No．６
現代のフランス

フランス語読解初中級
大井　真澄

フランスの時事問題について書かれたテキストを読みながら、言葉の背景
にある社会や文化の多様な広がりを学びましょう。取り上げる話題は、政治・
経済・社会・教育・文化・ガストロノミーなど多岐にわたります。フランス語の基
礎を復習しながら読んでいきます。「現代のフランス」に触れてみましょう。

（教科書：「時事フランス語2020年度版」（朝日新聞社）￥1,900+ 税）

６ヶ月コース

毎月1回・全6回
第1水曜日

（第1回は10/7）
14:00～16:00（26名）

　　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　  【6ヶ月コース】 2020年10月～2021年3月   　【10ヶ月コース】 2020年10月～2021年7月
　○会　　場　　多摩交流センター（京王線府中駅北口徒歩3分）　
　○共　　催　　TAMA市民塾・（公財）東京市町村自治調査会

TAMA 市民塾 2020年10月開講 塾生募集案内
【募集期間 2020年6月1日（月）～2020年7月10日（金）】 

多摩
30市町村

対象
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№・講座名・講師名 講座内容 回数・曜日・時間・定員

No．７
京都のみほとけ

齊藤　經生

国宝第一号の指定を受けた広隆寺の弥勒菩薩半跏思惟像をはじめ京都市
内には三十三間堂、六波羅蜜寺、三千院、東寺、また京都市中から南に足を
のばせば、宇治の平等院や浄瑠璃寺、蟹満寺、観音寺など、奈良時代から鎌
倉時代のいずれも優美な魅力ある仏像を伝えています。講座では京都の仏
像の見どころとその魅力を探ります。

６ヶ月コース

毎月2回・全12回
第2・4水曜日

（第1回は10/14）
14:00～16:00（32名）

No．８
都道府県最高峰の

登山研究
山本　信夫

都道府県最高峰とはどんな山々なのか。百名山のような書籍や放映も見
当たりません。日本各地の47座は地元のランドマークですが、中には例えば
標高408m のもの、基地の中にある山もあります。それらの山々の特色や登
り方などを詳細に解説します。山好きの方、山に関心のある方、その絶景を
映像と説明で楽しみ話合いましょう。

６ヶ月コース

毎月1回・全6回
第3水曜日

（第1回は10/21）
14:00～16:00（32名）

No．９
アジアの歴史、
再発見の旅
宮本　謙介

近年、アジアの歴史に関する研究が大きく前進し、新しい見方・解釈が次々
に生まれています。本講座では、最近の研究成果をできるだけ分かりやすく
平明に解説し、新しいアジア史の見方に触れていただくことを狙いとしていま
す。あなたの歴史の理解に、必ずや新たな視野が広がることでしょう。

６ヶ月コース

毎月2回・全12回
第1・3木曜日

（第1回は10/1）
14:00～16:00（32名）

No．１０
植物のＴＡＭＡを歩く

椎名　豊勝

多摩は、湧水池、河岸段丘、丘陵地、河川に恵まれた台地です。また大都
市東京は植物園等の都市林が造成されています。そこには多くの樹木が自
然の状態や人工林として存在します。全国的に見ても多種多様な植物が見
られるエリアといえます。そこで自然と文化を訪ねながら、いろいろな樹木や
草本について実地に観察します。　

（入園料及び交通費は各自負担）

10ヶ月コース

毎月2回・全20回
第2・4木曜日

（第1回は10/8）
10:00～12:00（26名）

No．１１
敷居の高くない
“占い講座”
湯澤　美佐子

少し怖くて、でも興味深い。自分の未来を思い切って自分で占って見ません
か？占いの敷居は、高くありません。世界中のあちらこちらで何千年もの間、
様々な形で積み重ねた人類の叡智の集大成といっても過言ではありません。
現代の占いを知り、実際にそのいくつかの占術を実践し、開運ツールとして生
活に取り入れてみましょう。楽しく、興味深い占いの世界でひととき癒されて
みませんか。

６ヶ月コース

毎月1回・全6回
第1金曜日

（第1回は10/2）
※1月は日程変更あり

10:00～12:00（26名）

No．１２
新しい事を発見する
“絵手紙講座”

金子　啓子

絵手紙を描く事で色々な事柄に興味を持てる様になります。一枚のハガキ
に絵と言葉が入り、四季折々を観察することで、頭と手と心が有効に働いて
脳の活性化に役立ちます。1回～6回の講座で基本を学び、足跡を残す為に
半紙で和綴じノートを作ります。

（教材費　初回 ￥1,000　　6回目￥100）

６ヶ月コース

毎月1回・全6回
第3金曜日

（第1回は10/16）
14:00～16:00（26名）

No．１３
世界の街の

感動するお店あれこれ
近江　淳

海外旅行をした時に行くスーパーで本当に素晴らしい感動するお店に出会
えていますか。欲しい商品が手軽に手に入り安くて質が良く、そして気持ち良
く挨拶してくれる店員さんがいる、そんなスーパーがあるといいですね。行く
だけで楽しく財布の紐もゆるんでくる、そんな感動するお店を紹介します。

（書籍代 ￥200 「世界の街のお店あれこれ」）

６ヶ月コース

毎月1回・全6回
第2土曜日

（第1回は10/10）
10:00～12:00（32名）

No．１４
やさしい　ピラティス

渡辺　操

ピラティスは元々負傷兵のリハビリとしてドイツ人により考案されたメソッド
です。今ではヨガやバレエなどとも融合し、呼吸を使ったストレッチやインナー
マッスルの筋力トレーニングなども行ないます。関節や筋肉の動きを意識す
ることで身体の変化に気付いていきます。深い呼吸は身体の内部をも変えて
いく力があります。さあ、やってみましょう。

（エクササイズボール　￥110）

６ヶ月コース

毎月2回・全12回
第2・4土曜日

（第1回は10/10）
14:00～16：00（26名）
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【募集期間】 2020年6月1日（月）～2020年7月10日（金）＜当日消印有効＞ 
【申込資格】 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いただくこともあります。） 
【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）

【 抽 選 】 ・ 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18日（土）に当選者のみ封書で発送します。
・ 募集締切後、定員に満たない場合は、追加募集をします。
　（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6F　多摩交流センター内「TAMA市民塾」 

【問合せ先】 TEL 042-335-0111（土･日・祝を除く9：00～16：00） 
Ｅメールアドレス tama_shimin_juku@true.ocn.ne.jp

【 受 講 料 】 全6回講座 3,000円　全12回講座 6,000円　全20回講座 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通知の中でお知らせします。
・ 振込手数料は各自負担とさせていただきます。

払込期限　８月11日（火）（払込期限が過ぎた場合は失効）

・ 払込まれた受講料は理由を問わず返金できません。　 
【 そ の 他 】 ・  講座のカリキュラムは多摩交流センターのホームページ（https://www.tama-100.or.jp）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。  
・  この募集内容は、2020年6月1日現在のものです。今後の新型コロナウイルス感染状況により、 

定員の変更や、開講を中止することがありますので、あらかじめご了承ください。

〈はがき記入例〉

1　講座No. 

2　講座名

3　氏名（ふりがな）

4　年齢・性別

5　〒・住所

6　電話
　 自宅

　　　　　携帯

6 500 3 81 
63円
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行

№・講座名・講師名 講座内容 回数・曜日・時間・定員

No．１５
初めての

楽しいウクレレ教室
林　輝雄

譜面は読めなくてもウクレレが弾ける。ハワイアン、フォークソング、懐メロ
など歌える様になりたい。仲間と合唱合奏するのが夢。音楽は初めて、楽器
も初めて、ましてや苦手な譜面など無縁で読めない方々のためのウクレレ教
室がこの講座のコンセプトです。誰でも安心してウクレレが弾ける様になりま
すよ!!

（ウクレレをお持ちでない方は、ウクレレ代￥3,500　教則本代￥1,500）

６ヶ月コース

毎月2回・全12回
第1・3日曜日

（第1回は10/4）
※1月は日程変更あり

10:00～12:00（26名）

No．１６
はじめての

ハワイアンリボン
竹村　留美子

ハワイ伝統のレイを、リボン・ヤーン・ラットテールコードなどを使って作るハ
ワイアンクラフトです。リボンを編んだり、縫ったり、パーツを作って繋いだり
の技法を用いながら季節に合わせたカリキュラムを取り入れ、ミニリース・
ストラップ・バックチャームなどの小物を作成します。

６ヶ月コース

毎月1回・全6回
第3日曜日

（第1回は10/18）
14:00～16:00（26名）

No．１7
絵とピアノで楽しむ
クラシック音楽

佐藤　恵美

クラシック音楽を初心者の方にもわかりやすく「絵（絵画や絵本）」と生演
奏で楽しく学ぶ講座です。300年のクラシック音楽を4期に分け、歴史的・文
化的背景を見つつ作曲家の面白いエピソード等も織りまぜていきます。視る、
聴く、触れる、五感を使ってよりクラシック音楽を身近に感じられる様、一緒に
学びましょう。

６ヶ月コース

毎月1回・全6回
第4日曜日

（第1回は10/25）
10:00～12:00（32名）
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東京雑学大学 講義中止のお知らせ
　本紙 5 月号（No.080）に掲載の（6 月講義案内）
6 月 4 日（木）・6 月 11 日（木）・6 月 18 日（木）・
6 月 25 日（木）の講義は中止となりました。
　また、新型コロナウイルス感染拡大、緊急事態宣言
発令に伴い、講義は 7 月末まで、休止することになり
ました。詳細につきましては、問合せ先にご連絡くだ
さい。
問合せ先　TEL 042-465-3741（浅田）
　　　　　TEL 0422-52-0908（菅原）

多摩交流センターだより

〇　６月になりましたが、発生から半年ほどが過ぎた新型コ
ロナウイルスは、未だ全世界で猛威を振るっています。

　　新型コロナウイルス感染者の治療現場で働く医療従事者
の皆様には敬意を表します。

〇　感染拡大の影響は、1930年代の世界恐慌に匹敵すると
いわれる世界経済への打撃のほか、当調査会で取組んでい
る地球温暖化対策への影響も懸念されています。

〇　本年11月に英国・グレゴリーで予定されていた第26回
気候変動枠組条約締約国会議（COP26）が、新型コロナ
ウイルスの影響で2021年に延期となりました。COP26で
は、今年から始まった温暖化対策の国際枠組「パリ協定」
の本格運用について、各国閣僚同士でその運用状況を確認
し合う初の機会となる予定でした。また、昨年12月にスペ
イン・マドリードで開かれたCOP25で先送りされた温室
効果ガスの国際的な排出量取引のルールを協議する重要な
場ともなるはずでした。この延期に対しエスピノサ気候変
動枠組条約事務局長は、「新型コロナウイルスの問題は、
人類が直面する緊急の脅威だが、最も大きな脅威は気候変
動であることを忘れてはならない」と訴えています。

〇　一方で、新型コロナウイルス発生は、気候変動が原因と
の科学者の指摘があります。

　　昨年9月に発生したオーストラリアの大規模な山火事の
原因の一つは、地球温暖化による気温上昇と言われ、コア
ラなど多くの動物たちが逃げ場を失い焼死しました。

　　温暖化による水害や森林火災で住み家を追われ、新しい

環境に適応せざるを得なくなった動物たちには、これまで
にないストレスがかかり、そのストレスのため人間同様に
免疫力を弱めウイルスに感染しやすくなったといわれて
います。その動物たちから、かつてない程近い距離で生活
している人間に伝染するのだと説明しています。新型コロ
ナウイルスの感染源は、一説ではコウモリとされています
が、1999年にマレーシアで流行したニパウイルスはこう
した自然災害がストレスとなりコウモリから養豚場の豚を
経由して人間に伝染したといわれています。

〇　日本では、ここ数年、梅雨が始まる６月以降、異常気象
による災害が頻発しています。　

　　２018年の「平成30年7月豪雨」や昨年の「令和元年東
日本台風」は、甚大な被害をもたらしましたが、その原因
は地球温暖化による気候変動に起因するといわれており、
二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスが主因とされてい
ます。

　　我が国では、７月から温室効果ガス削減の一環としてレ
ジ袋の有料化が実施されます。

　　全国で年間約305億枚使用されるレジ袋は、燃やすと二
酸化炭素が排出されます。有料化することで使用量を減ら
し地球環境の保全を図ることが目的です。

〇　目的を達成するためには、新型コロナウイルス感染拡大
対策で求められた外出自粛と同様、私たち一人ひとりが目
的を理解し行動することが極めて重要だと考えます。

（Ｋ．Ｋ）

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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（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
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「多摩交流センターだより」の問合せ先


