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報告書をご活用ください

～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等を行ってきました。
　2012 ～ 2021 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）。
　今号は、2021 年度に実施した調査研究等の報告書を紹介します。

　日本では、まだ
食べることができ
る食品が廃棄され、
年間約570万トン
もの食品ロスが発
生しています。国
民一人あたりに換
算すると、お茶碗
1 杯分（約124g）
の食品を毎日捨て
ている計算となり
ます。
　本調査研究では、「ごみの減量」「食育」「貧困
層への支援」の３つを中心に、まちぐるみでの食品
ロス削減の取組について提案しました。

　自治体デジタル・トランスフォーメーション（DX）推進計画が発出され、
デジタル社会の構築に向けた取組を全自治体において着実に進めていくこ
ととしている中、各自治体が抱える地域課題の解決のためにデジタル技術
を有効活用できれば、自治体業務の変革や住民の生活利便性が向上するこ
とが期待されます。
　本調査研究では、多摩・島しょ地域の現状調査等から課題を整理すると
ともに、自治体がDXを通した地域課題の解決に取り組む際のプロセスを
わかりやすくまとめました。

　ブロックチェーン
は、耐改ざん性に
優れている、履歴の
追跡ができる、など
の特徴を持つ技術
で、仮想通貨のよう
な金融分野での活
用以外にも様々な
分野において導入・
検討が進められてい
ます。
　本調査研究は、
ブロックチェーンについてわかりやすく伝えるととも
に、先進自治体や民間企業への調査等を通じ、基
礎自治体におけるブロックチェーンの活用可能性に
ついて提示しています。

多摩・島しょ地域における食品ロスの
削減に関する調査研究報告書

DXを契機とした自治体による地域の課題解決に関する
調査研究報告書

基礎自治体におけるブロックチェーン
技術の活用に関する調査研究報告書
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　近年、災害がより
身近なものとなって
いる中、避難・避難
所のあり方は度々起
こる災害等により、
大きく変化していま
す。
　本調査研究では、
災害時、自治体が
平時よりも少ない人
員・資源となる状況
下で、住民の安全と良好な生活環境を提供するた
めの避難・避難所のあり方について提示するとと
もに、防災担当以外の職員が災害を我が事として
考え、取り組めるための方策についても示してい
ます。

　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。

　人口減少が進み、
自治体が限られた職
員数で行政サービ
スを持続するために
は、これまで以上に
デジタル技術を活用
し、効率的に業務
を進める必要ありま
す。そのため、自治
体では情報分野の
専門性を有した職員
を確保・育成することが重要です。
　本調査研究では、将来の働き方を見据え、先進
的に取り組んでいる自治体等へ調査を行い、取組
のポイントや期待される効果をまとめ、人材確保
に向けた施策を提示しています。

　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・島しょ地域自治体における避難・
避難所のあり方に関する調査研究報告書

多摩地域データブック
2021（令和 3）年版

自治体職員に求められる情報分野の
専門性に関する調査研究報告書

多摩地域ごみ実態調査
2020（令和２）年度統計

　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。

　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。

市町村財政力分析指標
（平成 23 年度から令和２年度まで）

市町村税政参考資料
（平成 23 年度から令和２年度まで）
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シンポジウム開催のお知らせ

避難・避難所運営のあり方
～多様な主体との連携～

　近年、令和元年東日本台風や南海トラフ地震での島しょ部における津波被害想定など、多摩・島しょ地域
においても災害は身近なものとなっている中、災害時の避難・避難所運営のあり方は、度々起こる災害により、
大きく変化しています。しかし、事前の備えから、発災時の対応、復旧、復興まで多岐にわたる業務があり、
人員不足を始めとして行政だけでこれらの対応を行うのは困難な状況にあります。
　今回、「避難・避難所運営のあり方～多様な主体との連携～」をテーマとし、災害現場の実態や避難・避難
所対応の取組、課題や今後の方向性などを提示することで、行政だけでなく住民やNPO団体、民間企業な
ど様々な関係者とともに災害対応に当たることの必要性について理解し、取組につなげてもらうことを目的
としてシンポジウムを開催します。関心のある方のご参加をお待ちしています。

基調講演
● 多様な主体と連携した避難・避難所の対応（仮）
　 国崎 信江　株式会社 危機管理教育研究所 代表

調査研究結果発表
● 多摩・島しょ地域自治体における避難・避難所のあり方に関する調査研究結果
　 目﨑 絢　（公財）東京市町村自治調査会 企画調査部 調査課 研究員

パネルディスカッション
● 第１部　避難・避難所における住民・他機関連携～自治体・支援団体の視点から～
● 第２部　避難・避難所運営のあり方についての意見交換
＜登壇者＞
コーディネーター　国崎 信江　株式会社 危機管理教育研究所 代表
パネリスト　　　　岩本 武継　益城町 危機管理課長
　　　　　　　　　村野 淳子　別府市 防災局 防災危機管理課 防災推進専門員
　　　　　　　　　浦野 愛　　認定特定非営利活動法人レスキューストックヤード 常務理事

日 時
2022年7月20日（水）13：30～ 16：45

会　場
府中市市民活動センタープラッツ バルトホール
（東京都府中市宮町１-100 ル・シーニュ５階）

参加費　無料

主　催
公益財団法人　東京市町村自治調査会
（2022年度調査研究結果発表シンポジウム）
※シンポジウムの詳細および申し込み方法は「ぐるり 39」６月号に掲載予定です。
※新型コロナウイルスの感染状況や登壇者の災害対応等により、やむを得ず中止となる場合があります。

日 時

当日の構成（予定）

会 場

参加費

主 催
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かれん

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。

シーナ

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
市町村の取組紹介

　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。

　町田市では、生物多様性保全に関する多様な主体の交流の場づくりを
目的として、「生きもの共生フォーラム」を開催しています。
　2021 年度は 12 月に、市内で環境保全活動をしている和光大学教授 
堂前雅史氏による「市民活動と生物多様性」をテーマとした講演と、14
の市内活動団体による活動紹介を行いました。他団体の活動内容を知り、
団体と交流するきっかけを作りました。
　市のホームページでは、フォーラムの様子だけでなく、市民協働の生
きもの調査の報告書「まちだ生きものアルバム」などを公開しています
ので、是非一度ご覧ください。

　小金井市では、市民及び事業者の省エネ意識の向上を図り、二酸化炭
素排出の主原因となっている電力及びガスの使用量を削減することを目
的として、各家庭や事業所ごとにエネルギー使用量の削減にチャレンジ
する取組「省エネチャレンジ事業」を行っています。
　参加者からチャレンジした報告書を提出してもらい、エネルギー使用
量の削減率に応じたポイントの付与及び記念品の贈呈を行っています。
　この事業を継続し、より多くの市民及び事業者の省エネ意識を高め、
地域からの二酸化炭素排出量削減を進めていきます。

　大島町では、町内各地区の婦人会が主体となり、地域に花を咲かせる
事業を実施しています。地域ごとの主要道路沿いにある花壇や空き地な
どに季節ごとの花を咲かせ、島民や観光客にやすらぎと小さな感動を与
えることを目的に事業を実施しています。また、海岸線などに多く繁殖
している「クロマツ」などの景観や防風林としての役割を保つため、松
枯れ対策も実施しています。
　これら事業を継続し、花と緑にあふれたまちづくりと、さらなる地域
コミュニティの活性化を目指していきます。

【問合せ先】町田市 環境共生課　TEL 042-724-4391

【問合せ先】小金井市 環境政策課　TEL 042-387-9817

【問合せ先】大島町 政策推進課　TEL 04992-2-1444

１ 町田市　　生物多様性保全推進事業

３ 大島町　　地域に花を咲かせる事業

Tama

町田市

小金井市
Tama

大島

Tokyo
Islands

２ 小金井市　　省エネチャレンジ事業
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多摩地域では定番のフルーツから初めて見る珍しいフルーツなど
多くの果物が栽培されていたよ。
次は伊豆諸島や小笠原諸島においしい果物を食べに行こうかな。

　多摩・島しょ地域※には、隠れた魅力や知られざる不思議がたくさん
あるんだ！今回は おいしい果物はどこで作られているんだろうおいしい果物はどこで作られているんだろう
という疑問について、わたげが調査してみたよ♪

Tama
小平市

八王子市

三鷹市

稲城市

わたげわたげ探偵探偵！！！！こんなのこんなの調調べてみましたべてみました！！
～ ～ 魅惑のフルーツを求めて 魅惑のフルーツを求めて ～～

※ 多摩地域：東京都のうち、23区と島しょ地域を除く全域のこと。
　島しょ地域：大島・利島・新島・式根島・神津島・三宅島・御蔵島・八丈島・青ヶ島・父島・母島のこと。

小平のブルーベリー小平のブルーベリー

三鷹のフェイジョア三鷹のフェイジョア

八王子のパッションフルーツ八王子のパッションフルーツ

稲城の梨稲城の梨

ブルーベリー栽培発祥の地である小平市では市内あ
ちこちでブルーベリーを栽培しているよ。
おもにラビットアイ系という、熟す前はウサギの目のよ
うな赤い実をつけるブルーベリーが春から秋まで店頭
に並ぶよ。

三鷹で20年前から南米原産のフェイジョアを生産し
ている富澤さんに会いに行ったよ。フェイジョアは10
月から11月が最盛期で市内農協の直売所に出荷され
るんだって。タマゴ大の緑の果実を半分に割ってすく
って食べるとお口がトロピカルな香りで満たされるよ。

熱帯地域で栽培されるイメージの強いパッションフル
ーツがなんと八王子で生産されているんだ。しかも主
に露地で栽培されているんだって！
平成19年頃から生産が始まり、毎年８月中旬頃から
JA 八王子の直売所などで並ぶよ。

稲城が誇る特産品といえば梨。
そのなかでも「稲城」（写真右）と
いう品種の梨は大玉で有名。一般的な梨と
比べてみるとその大きさにびっくり。
8月中旬から市内直売所や農協などで入手できるよ。

取材協力：美園フルーツファーム

取材協力：富福園

写真提供：JA 八王子
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問合せ先

～活動支援制度を活用して広域的な市民活動を始めてみませんか？～～活動支援制度を活用して広域的な市民活動を始めてみませんか？～

2022年度 広域的市民ネットワーク2022年度 広域的市民ネットワーク
活動支援制度申請団体活動支援制度申請団体募集中

申請の主な要件は？申請の主な要件は？活動支援制度とは？活動支援制度とは？

公益財団法人 東京市町村自治調査会 企画調査部 企画課
TEL 042-382-7781　受付時間：平日 9:00 ～ 17:00

　自治調査会では、多摩地域を先導するまちづくり運動として、市町村の枠を越えて行われる市
民活動がより拡大し、充実したものとなるために、日頃から行われている市民の広域的な活動の
成果や発表の場の経費の一部を助成しています。

1 対象
市民活動を一つの市町村だけでなく、複数の市
町村で行う活動として、新たに広域的な市民
ネットワークをつくってみたい、もっと拡充し
たいと考えている市民団体

2 助成率及び金額
・助成対象事業費の 60％（30万円が限度）
・助成回数は、連続する３年度の間で２回まで
 （ただし、１年度間で１回の支援が限度）

1 支援の対象となる主な要件
・多摩地域で広域的な市民活動をしてみたい、
または、拡充したいとの意向のある団体で、
支援の必要があると認められること。
※既に自立的な活動を継続して行っている団体、過去
に当調査会の助成制度・支援制度を受けた団体は対
象外です。

・本拠地が多摩地域内にあり、活動区域が多
摩地域内複数自治体内である（志向してい
る）こと。

2 支援対象となる主な活動（事業）要件
・多摩地域のまちづくりにおける広域的な課
題を活動テーマとしていること。

・多摩地域全体の市民を対象とした活動（事
業）であること。

・市民団体が主体的、創造的に取り組む活動
（事業）であること。

※そのほかにも申請に当たっての要件がありますの
で、下記の方法で制度の詳細をご確認ください。

　制度の詳細は、多摩交流センターで配布している「2022年度広域的市
民ネットワーク活動支援制度の手引き」、または、当調査会のホームページ
（https://www.tama-100.or.jp）で  🔍 活動支援 申請書  と検索すると表示
される「申請書ダウンロード」からご覧ください。
　申請にあたっては、随時相談を受け付けていますので、お気軽にお問い
合わせください（事業実施の２カ月以上前までにご連絡ください）。
※この制度は、当調査会の 2022年度予算の範囲内での実施になります。

多摩交流センターだより

▲ 手引きはこちらから
　 ダウンロードできます。
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2022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

　当調査会では、市町村の枠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。

認定事業　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 セラピーウォーク実行委員会 2022年4月29日（金・祝） JR奥多摩駅～奥多摩むかし道～奥多摩湖

2 奥多摩ふれあいカヌーフェスティバル
2022

特定非営利活動法人　
奥多摩カヌーセンター 2022年6月5日（日） 奥多摩町氷川渓谷～白丸湖

特設カヌーコース

3 コロナからの復活！市民が作り出すお
芝居の世界 劇団芝居屋樂屋 2023年2月～3月 未定

4 第13回クラップクラップカーニバル 音楽工房アトリエMINS 2022年8月中 パルテノン多摩

5 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 2022年9月24日（土） 府中市市民会館「ルミエー
ル」

6 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 2022年10月中旬 東京都立奥多摩湖畔公園　
山のふるさと村

7 払沢の滝冬まつり 払沢の滝冬まつり実行委員会 2022年12月末～2023
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。また、新型コロナウイルス感染症の影響により変更・中止される場合があります。

広域的市民ネットワーク活動等広域的市民ネットワーク活動等
事業助成のご案内事業助成のご案内

多摩地域の複数の市町村からなる市民団体の広域的な活動を
支援しています。

例年、10月中旬～ 12月上旬に翌年度の申請を受け付けてい
ます。申請を検討される場合には、当調査会のホームページ
🔍 事業助成 申請書  と検索すると表示される「申請書ダウン
ロード」からご覧ください。（事業助成の様式等はページ中段
にあります。）
※この助成制度は、1年以上の活動実績があり、主に活動支援制度
（P.7) からステップアップした団体等を対象とした助成制度です。

［問合せ先］公益財団法人　東京市町村自治調査会　企画調査部　企画課
 TEL　042-382-7781 ▲ 手引きはこちらから

　 ダウンロードできます。
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分野 団  体  名 活  動  内  容 活動日 会費（円）

音　

楽

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「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っています 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 ビデオ鑑賞や独演会で（日本の話芸）落語を楽しむ、演
目にちなんだ名所、旧跡を訪ね歩く 3木曜の午後 100/回

独演会1,200/回

マジマジ会 マジック技法の向上を通じて仲間づくりをはかる 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

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

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はかる 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金曜の午前 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

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、98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。　
（ TEL 042-335-0100）
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分野 団  体  名 活  動  内  容 活動日 会費（円）

語　

学

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 1・2・3・4・金曜
の夜間 4,000/月

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

朗　

読

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 2,000/月

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 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

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

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

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 木曜の午後
(月1回) 1,000/年

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

偶数月/1月曜
午前 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
明治以前まで使われていた暦（旧暦）について学習してい
ます。七夕などの伝統的な行事、大安吉日などの仕組み、
二十四節気などについても学ぶ

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
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分野 団  体  名 活  動  内  容 活動日 会費（円）

旅 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 多摩地域周辺での風景スケッチや静物画スケッチ 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時30分～15時） 1,200/半年

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

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学
習活動を行う 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6,500/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

No. 104

11ぐるり39
 2022.5

多摩交流センターだより



分野 団  体  名 活  動  内  容 活動日 会費（円）

暮
ら
し
・
福
祉

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） 6,000/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（2022 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
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
第 2会議室 41名 ホワイトボード・テレビ
第 3会議室 36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。

※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
貸出を一部中止する場合があります。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

※本来の定員数
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特定非営利活動法人

※受講の際は、必ずマスク着用のこと！

東京雑学大学 2022 年 6 月講義案内

日　時 講義テーマ 教　授 教　場

6月2日（木）
14：00から 色の活用 芦澤　昌子　氏

(元日本女子大学特任教授 )
田無公民館

（西武新宿線田無駅南口　徒歩３分）

6月9日(木）
14：00から

大人の算術実学講座
－数の世界で遊びながら暗号化技術に

チャレンジ－
石田　潤　氏
(理学博士 )

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16日(木）
14：00から 小金井桜と野草達 椎名　豊勝　氏

(日本樹木医会元会長 )
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23日(木）
14：00から 音楽ボランティア春夏秋冬

梅川　和彦　氏
(音楽家・東京ミュージックアカ
デミー主宰・元東京都庁勤務 )

田無公民館
（西武新宿線田無駅南口　徒歩３分）

〇　五
さつき

月晴れの５月。暦では春から夏に向かう穏やかで過ごしや
すい季節で、今年の「立夏」はGW中の５日（木）になります。
 　この頃は、新たな生活を始めた人々も徐々に環境に慣れ始め、
今年度の事業がそれぞれ本格的に始動する時期でもあります。
〇　さて、５月 15日には沖縄本土復帰 50周年を迎えます。沖
縄は第二次世界大戦中に日本で唯一上陸戦が行われ、被害が大
きかった場所の一つですが、東京の多摩・島しょ地域にも戦争
の遺構や歴史が残っている場所が多数あり、様々な教訓を現在
に伝えています。
〇　穏やかな日本の日常とは裏腹に、２月にはロシアのウクライ
ナ侵攻が世界中に大きなショックを与え、連日、メディアが報
道しました。
 　元々ソビエト連邦を形成していた言わば兄弟国であるウク
ライナへのロシアの武力侵攻は、これまでの国際的な常識や経
済面での合理的な判断（莫大な損失が明白）からは説明がつか
ない事態で、国際秩序に不安定な状況が生じました。
 　「誰も想定できないほどの不測の事態が、いつ起こってもお
かしくない世界に変わってしまった」という危機感と不安の波
紋が全世界の至る所に及んでいます。

〇　近代の戦争は、かつてのような武力行使だけを指すものでは
なく、経済や貿易、情報などを闘争に使う総力戦を指します。
その意味では、経済制裁に加わった日本も当事者であると捉え
るべきであると識者は指摘しており、当事国の停戦後もその影
響は長く続くと言われています。
〇　また、一旦始まった原油高や原料資材、輸送費の高騰、通貨
不安の影響などによるコスト増と物価上昇は、「悪いインフレ」
として長く家計を直撃し、コロナで傷んだ社会経済のさらなる
悪化に拍車をかけています。
〇　「良い戦争や悪い平和などあった試しがない」というベン
ジャミン・フランクリンの言葉があります。
 　今こそ、国際社会の協調による対話と協議、平和的外交によ
り、安全で正常な世界を保つルールを確立するための努力が必
要であることを痛感します。
〇　我々も遠い国での出来事と捉えずに、「今日平和であっても
明日もそうであるとは限らない」ことを学び、不断の努力で不
測の事態が起こらないよう備えなければならないと考えます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｎ . Ｍ）

編 集 後 記

（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

☆ 多摩交流センターは、広域的な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
→至新宿至八王子←

大國魂神社↓

甲州街道（国道20号線）

武蔵府中
郵便局

寿町一丁目交差点

府中駅北第2庁舎６F

多摩交流
センター

※駐車場はありません

け
や
き
並
木
通
り

スカイ
ナード

きらぼし銀行 みずほ銀行
ホテル

ビル

☆申し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）　　東京雑学大学ホームページ　http://t-zd.life.coocan.jp

※新型コロナウイルス感染拡大状況によっては、６月講義を中止させていただく場合があります。
　詳しくは東京雑学大学までお問い合わせいただくか、東京雑学大学のホームページをご覧ください。

会員無料・会員外は 1回につき 500 円受講料
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とっておき歴史発見とっておき歴史発見
多摩・島しょ多摩・島しょ

日の出町第14回

history of tama & tosho-

　日の出町大久野の長井というところにある茅
かやぶき

葺の古民
家だよ。
　静かなところで、故中曽根康弘元内閣総理大臣の別荘
としても使われ、昭和 58年に当時のアメリカ大統領、
ロナルド・レーガンとの日米首脳会談も行われたんだ。
　他にもいろいろな国の要人が訪れたところだよ。
　建物の中も見学できるよ。

　日の出町には平将門に関する伝説がいくつかあるよ。
平将門が陣を敷いたと言われる勝峰山、それを追ってい
た藤原秀郷（俵藤太）が陣を敷いた藤太口、藤原秀郷が
平将門に向かって放った矢が通ったと言われる矢越沢、
怪我を負った将門が通ったと言われる将門坂、他にもい
ろいろあるよ。

平将門伝説（勝
か つ ぼ や ま

峰山）

身近な場所で歴史を発見！
今回はわたげのボクが『日の出山荘』と『平将門伝説』を紹介するよ。

【情報・写真提供】
日の出町教育委員会文化スポーツ課

◆ 日の出山荘
・JR五日市線「武蔵五日市駅」より西東京バス福生駅行き
　「多摩聖地霊園前（萱窪）」下車、徒歩約 40分
　開館時間：10：00～ 15：30（入館受付 15：00まで）
　休館日：月・火（祝日の場合は翌日、又は翌々日）、年末年始
　※１、2月は土日祝日のみ開館

◆ 勝峰山
・JR五日市線「武蔵五日市駅」より西東京バスつるつる温泉行き
　「岩井橋」下車、徒歩 40分

【現地案内】

武蔵五日市駅 武蔵増戸駅
JR五日市線

多摩聖地霊園前（萱窪）

岩井橋
坂本

▲青梅▲青梅

つるつる温泉入口

勝峰山

日の出山荘

日 の 出 山 荘


