
分野 団  体  名 活  動  内  容 活動日 会費（円）

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

「歴史の道を歩く会」 多摩地域の歴史を探訪・甲州道中探訪 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

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

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）
（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

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

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 第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

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
会的な解決をめざす

不定期 なし（適宜カンパ
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とおして理解と助け合うことを学
び合います

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

会議室の利用について

●設置機器及び貸出し備品（2021年 5 月 1日現在）
　（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。）

●会議室の案内（2021年 5 月 1日現在）

会議室 定員 常設機器類

第 1会議室 8名 ホワイトボード・テレビ

第 2会議室 18名 ホワイトボード・テレビ

第 3会議室 15名 ホワイトボード・テレビ

※掲載内容は各団体からの申出によるものです。

　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。

※現在、新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため会議室
の定員の制限、利用時間の短縮及び機材の貸出を一部中止
しています。詳しくはホームページでご確認ください。

印刷機（白黒 2円 /枚、カラー 6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）、
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、スクリーン、レーザーポインター、ブルー
レイプレーヤー
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