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避難所

避難・避難所運営のあり方
～多様な主体との連携～

2022年
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

7/20 水日時

出演者

会場

プログラム

手話通訳・要約筆記あり

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）

13：30 主催者挨拶 石阪　丈一 

13：35 基調講演 多様な主体と連携した避難・避難所の対応
国崎　信江

14：15 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

14：40 休憩

16：45 閉会

国崎　信江

7×2の衝撃～熊本地震の経験から～
岩本　武継

当事者・地域住民とともに作る避難計画～インクルーシブ防災事業～
村野　淳子

命と活力と尊厳が守られる避難所運営の在り方
浦野　愛

コーディネーター

パネリスト

（公財）東京市町村自治調査会　理事長（町田市長）

株式会社　危機管理教育研究所　代表

（公財）東京市町村自治調査会　企画調査部　調査課　研究員

株式会社　危機管理教育研究所　代表

益城町　危機管理課長

別府市　防災局　 防災危機管理課　防災推進専門員

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

避難・避難所運営のあり方についての意見交換

国崎　信江

岩本　武継

村野　淳子

浦野　愛

参加無料

13：30～16：45
（受付開始12：30）

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～

第二部

※新型コロナウイルス感染症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。　※マスク着用・手指消毒など、新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください。

第一部14：55 パネルディスカッション

シンポジウム開催のお知らせシンポジウム開催のお知らせ
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女性や生活者の視点で20年防災を研究し、かつ国内・
海外の被災地で支援活動してきた経験から独自の視点
で防災対策を提唱。内閣府「中央防災会議　防災対策
実行会議　水害時の避難・応急対応検討ワーキング
グループ」委員、東京都「震災復興検討会議」委員を
はじめ国や自治体の防災関連の委員など、多くの組織
の委員を歴任。「地震の準備帖―時間軸でわかる心得
と知恵」（NHK出版）「マンション・地震に備えた暮らし
方」（エイ出版社）など著書多数。

実災害時の対応の困難さ、多様な主体との連携、防災担当以
外の職員の巻き込み方など

国崎　信江  （くにざき　のぶえ）
株式会社　危機管理教育研究所　代表

講演内容

1989年に益城町役場入庁。2001年4月から2008年
3月まで消防・防災を担当。2004年11月まで避難勧告
を発令した同年9月の台風第18号接近に起因する
土砂災害では、災害対応及び避難所運営等災害対策
本部業務に従事。2016年4月に総務課防災係長を拝命
後、4月14日、16日の熊本地震を経験。災害対策本部で
は、事務局次長として本部運営に従事。併せて情報整
理班長、報道対応を担当。2017年の組織機構改革に
より危機管理課新設後、2020年4月から現職。

熊本地震の被災経験、被災後の益城町の取組などをご紹介

岩本　武継  （いわもと　たけつぐ）
益城町　危機管理課長

講演内容

2003年の宮城県沖北部連続地震災害での活動支援
をきっかけに全国の被災地で生活支援活動を実施。
大分県社会福祉協議会専門員を経て2016年より現職
に至り、災害時に「命と暮らしを守る」ための障がい者
等の支援や、日常の仕組みづくり「インクルーシブ
防災」事業を、障がい当事者を中心とする市民団体
とともに推進。「中央防災会議　防災対策実行会議」 
委員をはじめ、国などの防災に関する委員を多数務め
ている。

当事者・地域住民とともに個別避難計画を作成している別府
市の取組をご紹介

村野　淳子  （むらの　じゅんこ）
別府市　防災局　 防災危機管理課　防災推進専門員

講演内容

阪神・淡路大震災では、同朋大学の学生が設立した支援
サークル「同朋大学ボランティアネットワーク」に所属
し、被災者支援にあたる。レスキューストックヤードの
設立と同時に事務局スタッフとなり、2004年度より事務
局長、2009年度より常務理事を務める。災害時要配慮者
への支援事業を中心に、地域防災・災害ボランティア等、
各種講演会・講座講師、支援プログラムの企画・運営を
行っている。内閣府「避難所の役割検討委員会」委員
をはじめ国などの委員歴多数。社会福祉士。

避難者が避難生活で活力と尊厳を失わないための支援の考
え方とポイント

浦野　愛  （うらの　あい）
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

講演内容

2022年度調査研究結果発表シンポジウム事務局 （株式会社ステージ内 10：00～18：00 土日・祝日を除く）

　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
業務がある中、人員不足をはじ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てもらうことを目的としています。

お名前（ふりがな）＊

パネルディスカッション登壇者に質問したいことなどをご記入ください。
※当日登壇者より回答させていただきますが、時間の都合によりお答えできない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
※新型コロナウイルス感染症対策のため、シンポジウム当日の質疑は予定しておりません。

T E L ＊

F A X

E-mail

住所＊  〒

参加申込用紙 ※下記の項目についてご記入ください。 ＊印は記入必須項目です。

〒108-0022 東京都港区海岸3-5-1  TEL：03-5966-5784    FAX：03ｰ3455ｰ1710   E-mail：tama100kenkyu@stage.ac
参加申込・お問合せ

※ご記入いただいた個人情報は適切に管理し、参加可否を通知するための連絡先情報及びご本人確認のための情報として利用させていただきます。
　ご本人の同意なしにその他の目的で利用・提供はいたしません。
※万が一新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した場合など、必要に応じて保健所等の公的機関へ提出させていただく場合があります。

参加申込方法

■多摩・島しょ地域自治体職員の方は、各自治体研修担当を通じてお申込みください。

https://nws.stage.ac/tama100kenkyu/WEB

「参加申込用紙」にご記入の上、下記事務局まで。FAX

「参加申込用紙」と同じ項目をご記入の上、下記事務局まで。郵送

申込締切

※当日参加不可
先着40名7月８日（金）必着 

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

京王線利用の場合 府中駅南口から徒歩1分（駅直結）

JR線利用の場合 南武線、武蔵野線
府中本町駅から徒歩10分

駐輪場（有料）

駐車場（有料）

出演者プロフィール

会場案内

■先着順に「参加証」をお送りします（申込み後、1週間程度で発送）。
■当日、受付にて「参加証」をご提示の上、ご入場ください。　■複数名でのお申込の場合は、参加申込用紙をコピー等でご対応ください。
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シーナ

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。

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。

　市内の小学生を対象に、レゴブロックを使って楽しくＳＤＧｓに
ついて知ることができるイベントを実施しました。ＳＤＧｓや世界
で起きていることについて講師が話した後に、カードゲームやレゴ
ブロックを使ったワークショップを実施し、自分たちの世界をレゴ
ブロックに置き換えたりすることで、自分たちの身近にもＳＤＧｓ
が関係しているということを学びました。ＳＤＧｓを知ることで、
地球温暖化防止等の環境に配慮した行動について考えるようにな
り、環境への意識を高めるきっかけとなりました。

　日野市では 2008年度より「ふだん着で CO2をへらそう実行委員
会」を立ち上げ、CO2の削減を啓発しています。コロナ禍でも環境
学習を行うことができるよう紙芝居を作成しました。2021年度は、
新作の紙芝居を作成、これらをもとに動画も作成しました。動画は、
幼稚園、保育園等子供関連施設に配布し環境学習に役立てる予定で
す。さらに、YouTubeや SNSを活用し、新型コロナウイルス感染
症影響下でも広く啓発活動を実施いたします。

　利島村では、冬季の強風や塩害による樹木の倒木や腐食が多く見ら
れるため、公共緑地保全事業を実施しています。定期的なメンテナン
スをすることにより、被害を最小限にとどめることができます。公共
の緑地である「艀

はしけ

と海の歴史広場」、「南ヶ山園地」に植樹した樹木の
剪定・管理を行い、保全しています。なお、樹木の剪定や管理につい
ては専門的な技術を要するため、専門の業者に委託し樹木の適正な育
成・管理を図っています。

【問合せ先】小平市 環境政策課　TEL 042-346-9818

【問合せ先】日野市 環境保全課　TEL 042-514-8294

【問合せ先】利島村 環境建設課　TEL 04992-9-0014

１ 小平市　　小平市地域エネルギービジョン推進事業

３ 利島村　　公共緑地保全事業

小平市
Tama

日野市
Tama

利島 Tokyo
Islands

２ 日野市　　省エネチャレンジ事業
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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 東京諸島の三宅島、 御蔵島東京諸島の三宅島、 御蔵島をわたげが訪問してどんな魅力がある
か調査してみたよ♪

※ 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。

◆今回紹介した場所や施設の最新情報は村役場や施設のホームページなどでご確認ください。
◆開場時間の変更、制限が発生する可能性がありますので、ご利用の際は必ず事前にご確認ください。

三宅島（東京都三宅村）三宅島（東京都三宅村） 御蔵島（東京都御蔵島村）御蔵島（東京都御蔵島村）

三宅村

御蔵島村

Tokyo
Islands

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！！
～ ～ 島に行ってみよう三宅島・御蔵島 島に行ってみよう三宅島・御蔵島 ～～

まずは阿古の火山体験遊
歩道だよ。1983（昭和58）
年の噴火で、小中学校の体
育館や校舎に流れ込んだ溶
岩の様子が間近に見られるん
だ。自然の脅威を感じるね。

丸いおわん型の島だけど
山の頂上（御山）は高く、約
850ｍもあるよ。黒崎高尾展
望台に向かう林道の途中にあ
る「鳥の尾」からは港や
集落、三宅島がよ
く見えるんだ。

バードウォッチングができ
る大路池の森に樹齢600年
といわれるスダジイがある
よ。迷子になったときの目印になるの
で「迷子椎」と呼ばれているんだ。

えびね公園から
黒崎高尾展望台に向かう小道
で、小さな鳥の巣が落ちてい
たよ。手のひらに乗るくらいの
大きさでかわいかったな。

「バードアイランド」
といわれる三宅島

の中でも、特に野鳥が多く生息して
いるところが大路池なんだ。池の近く
のアカコッコ館には日本野鳥の会のレ
ンジャーが常駐して島の自然について
色々教えてくれるんだ。

御蔵島といえば、なんといっ
てもドルフィンスイム。かなり
高い確率でイルカと一緒に泳

げるんだ。ここ本当に東
京都内？って思うよ！

島の西側に「サタドー岬」がある
よ。サタドーは地獄という意味なんだっ
て。海から約20ｍの直立の崖で港や
空港、御蔵島が見えるよ。高い崖の
端で釣りをしている人がいてびっくり！

キャンプ場のふれあい広場
のそばに紀宮様（今の天皇陛
下の妹君）の歌碑があるよ。
島を訪れた際に、子どもたち
が桟橋で見送ってくれた「姿」
を詠んだんだ。坪田の海側に

「長太郎池」があ
るよ。池といっても

タイド（潮）プールといって溶岩に囲
まれた海岸の浅瀬だよ。シュノーケリ
ングで小魚やウニなどがいっぱい観
察できるんだ！

里の見どころは稲根神社だ
よ。鳥居の横には幕末に島の
沖で座礁したバイキング号の
錨とバラスト石の記念碑、錨
巻きのロールが燈篭の台座で
びっくり！

三宅島レクリエーションセンターは
日本最大級のボルダリング・リードク
ライミング・トップロープ用ウォール
があるよ。レンタル品もあるから是非
挑戦してみてね。

島の南側に元根という小島があ
るよ。ボートじゃないと近づけない
けど、ぎりぎり陸からも見えたよ！

三宅島は都内から南に約180kmのほぼ円形の島だ
よ。平成12年の噴火災害で島民は火山ガスの影響で
4年半も島外への避難生活を余儀なくされたんだ。「火山
の博物館」、「バードウォッチング」、「釣り」、「ダイビング」
などの自然を楽しむ観光客が多く訪れているよ。

御蔵島は都内から南に約200kmで周囲約16kmの
お椀を伏せたような形の島だよ。島中がシイ、ツゲ、ク
ワなどの原生林でおおわれ、水も豊富なんだ。オオミズ
ナギドリやイルカなどの珍しい動植物も生息して、生態系
は多様だよ。人口は約300人で集落は「里」一か所だ
けなんだ。

げげ
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多摩交流センターだより

【主催】 第29回TAMAとことん討論会実行委員会
 （NPO法人東京・多摩リサイクル市民連邦、（公財）東京市町村自治調査会）
【後援】 東京都・東京都市長会・東京都町村会・多摩市・多摩ニュータウン循環組合
 （公財）東京都リサイクル事業協会・(一社 )廃棄物資源循環学会

実施報告
T A M A
と こ と ん 討 論 会第

29
回

　2022年3月5日(土)、聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター 6階のアウラホールに設置した特設スタジオにて、『買
い物から考える “ごみ問題”』をテーマに第29回TAMAとことん討論会をオンラインにて開催しました。
　運営関係者や講師への、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として、作文と事前調査についての「考察」
と最後の「まとめ」は可能な限り時間を短縮して実施しました。基調講演ではグリーン購入の「基本の基」につい
てお話いただいた後、最近の国や地方公共団体、民間企業の事例などを交えながら市民として取り組むべきことな
どについてわかりやすくお話をしていただきました。また、講演ではそれぞれの講師が関わっている事柄を事例に、
商品を供給する側の情報や思いを共有することができました。

プログラム （敬称略）

■ 主催者あいさつ
　 　小石　惠子 （第29回ＴＡＭＡとことん討論会実行委員長）
　  （特定非営利活動法人東京 ･多摩リサイクル市民連邦代表理事）
■ 来賓ごあいさつ
　 　阿部　裕行 （多摩市長）
■ 考察（受賞作文と調査のまとめ報告）
　 　江尻　京子 （特定非営利活動法人東京・多摩リサイクル市民連邦事務局長）
■ 基調講演
　　グリーン購入とごみ減量 深津　学治（グリーン購入ネットワーク事務局長）
■ 講演 １
　　エコショップ認定制度について 薄井　誠嗣（多摩市環境部ごみ対策課長）
■ 講演 ２
　　素材と対話するモノづくり 吉田　守孝（ヨシタ手工業デザイン室）
■ 講演 ３
　　食の作り手からのメッセージ 伊藤　正樹（とうふや「おもむろ」）
■ まとめ
　 　山本　耕平 （株式会社ダイナックス都市環境研究所会長）
■ 閉会あいさつ
　 　國松　克彦 （公益財団法人東京市町村自治調査会事業部長）

▼講演の様子

作文受賞者
考  察

（敬称略）

テーマ：ごみが減る！買い物のくふう
● 優秀賞
　　妹尾　将希・中本　恭平
● エコにこセンター長賞
　　大村　麻季子、咲希、七菜
● 佳作
　　髙橋　環太・小林　美紅・濱西　奏・中山　裕紀子

①グリーン購入・グリーン調達についての指針やガイド
ラインについて
②エコショップ・リサイクル協力店等の登録制度について
③食べきり協力店・食べ残しゼロ協力店等の登録制度に
ついて
④近年実施した買い物をテーマにした啓発事業について

事前調査の主な内容
（多摩地域30市町村対象うち26市町村より回答）

　多摩地域市町村対象の調査結果をまとめた冊子をご希望の方は下記あてにご住所とお名前を記載してメールで連絡
してください。冊子は無料ですが、送料（受け取り後に切手を送ってください）はご負担ください。
　送信先　tama.recycle@gmail.com
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TAMA 市民塾 2022年10月開講 塾生募集案内
　　　　【募集期間 2022年6月1日（水）～2022年7月8日（金）】

　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　　2022年10月～ 2023年3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

多摩
30市町村
対象

№・講座名・講師名 講　　　座　　　内　　　容 回数・曜日・時間・定員

No. 1
中国伝統水墨画を

楽しく描いてみませんか？
劉　偉

　中国五千年の歴史ある奥深い水墨画を楽しみながら学んでみませんか。墨の濃
淡、基本の線、花鳥風月、山水画など基本的な描き方を学びます。また、山水画
とともに漢詩を学びます。初心者歓迎です。

6 ヶ月コース
月 2回・全 12回
第 1・3月曜日

（第 1回は 10/3）
※１月は日程変更あり
14:00 ～ 16:00（24名）

No. 2
名画解読で学ぶ
ギリシア神話と
キリスト教文化
五條　吉和

　西洋文化の源流であるギリシア神話と西洋精神の骨格であるキリスト教文化を
名画で解読しながら学ぶ講座です。神話画・宗教画の概略を、絵画を通じて学習
しますので、歴史・文化、絵画鑑賞を同時に理解でき、西洋文化が瞬時のうちに
身近な存在になります。講座終了後は西洋絵画の鑑賞が容易に理解できることを
お約束します。

6 ヶ月コース
毎月 2回・全 12回
第 2・4月曜日

（第 1回は 10/10）
14:00 ～ 16:00（24名）

No. 3
戦国の動乱①
「信長天下へ」
織茂　一行

　信長のイメージは永らく戦国史に出現した中世の破壊者・革新者とされていま
した。果たしてそれは信長の実像であったのでしょうか。今日では信長はむしろ
中世的・保守的であったとの理解が主流となっています。広く流布されてきた信
長と信長が生きた時代を戦国期第一級の史料『信長公記』や生の書簡等を手掛か
りとして紹介します。

6 ヶ月コース
毎月 2回・全 12回
第 2・4火曜日

（第 1回は 10/11）
14:00 ～ 16:00（24名）

No. 4
あなたも私も
「自分レンジャー !」に

なれる防災術
加藤　由子

　台風・豪雨・猛暑…近年の自然災害の大型化、地震や火山噴火、虫害や食中毒
など私達の身近で起きる災害から身を守るための基礎的な知識と具体的な行動、
イザ ! という時に役立つ防災のスキルを身に付ける講座です。自分と大切な家族
を守るために必要な情報を、わかりやすくお伝えします。

6 ヶ月コース
月 1回・全 6回
第 3火曜日

（第 1回は 10/18）
18:00 ～ 20:00（24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、雲の種類や動きからその後の天気を予測することが可能です。
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。地域の天気は自
ら判断できるようになります。期間中に撮影した雲の写真を10種雲形に分類し、
雲の図鑑を作成します。これらの作品は生涯の思い出として残ることでしょう。
 （教材費　写真アルバム、写真プリント代など　￥1,000 程度）

6 ヶ月コース
月 2回・全 12回
第 1・3水曜日

（第 1回は 10/5）
※１月は日程変更あり
10:00 ～ 12:00（24名）

No. 6
朗読で元気に
沢田　哲也

　童話から名作まで、作者の表現したい情景・心の変化を朗読で楽しみましょう。
伝えたいことを、自然な抑揚と息で「話す」ように、心に描いたイメージを相手
に伝える気持ちで読みましょう。呼吸や発声練習から始めます。

6 ヶ月コース
月 1回・全 6回
第 2水曜日

（第 1回は 10/12）
10:00 ～ 12:00（24名）

No. 7
昆虫の不思議な魅力
塚本　正司
菅井　　昇

　地球の自然環境のあり様と変化を背景とする昆虫の生態や進化を探り、その不
思議な魅力に迫ります。昆虫の変態や擬態などの巧みな生き方、社会性生活など
を映像で紹介し、昆虫世界を分かりやすくお話しします。また、それらの研究や
著作および蒐集家の人物伝などを紹介して、その観察や発見の楽しみを共感しま
す。

6 ヶ月コース
月 1回・全 6回
第 3水曜日

（第 1回は 10/19）
14:00 ～ 16:00（24名）

No. 8
日本刀入門
福本　直之

　国宝、重文にも指定されている鉄の芸術品としての日本刀を展覧会場のガラス
越しに鑑賞するだけではいささかもの足りなさを感じるようです。もっと身近な
存在としての日本刀と触れ合う機会があれば、我々の歴史を見る目も更に開ける
のではないでしょうか。それでは体感日本刀講座へどうぞ！

6 ヶ月コース
月 1回・全 6回
第 4水曜日

（第 1回は 10/26）
※ 12月は日程変更あり
14:00 ～ 16:00（24名）

No. 9
韓国語を学んで
韓国の文化を親しむ

李
い

鍾
ちょんいん

仁

　韓国語を通して韓国への理解を深めていきます。ハングルが生まれた背景と仕
組みを知ることで韓国語の基本を学び、簡単な読み書きが出来るようになり、自
己紹介や日常で使われる会話を覚えます。季節ごとの行事を勉強することで文化
に親しみ、韓国をより身近に感じましょう。
 （教材「シンプル韓国語入門編」 ￥2,000+税）

6 ヶ月コース
月 2回・全 12回
第 2・4木曜日

（第 1回は 10/13）
10:00 ～ 12:00（24名）

No. 10
　　ふろしきを知る・
　　　　　活用する
永井　直美

　世界の包み布の中でも日本の「ふろしき」は独自の発展を遂げています。先人
の知恵と一枚の布が持つ可能性から、暮らしの中で多様に使われてきました。ふ
ろしきの活用により日本の文化や伝統を現代から未来に向け楽しみ役立ててくだ
さい。つい、あやふやになりがちな知っておきたい「作法」についてもお伝えし
ます。
 （教材「ふろしきで贈り物」￥308、「ふろしき防災BOOK」￥308）

6 ヶ月コース
月 1回・全 6回
第 3木曜日

（第 1回は 10/20）
14:00 ～ 16:00（24名）
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№・講座名・講師名 講　　　座　　　内　　　容 回数・曜日・時間・定員

No. 11
ヒエログリフから知る
古代エジプト
平野　正己

　古代エジプトのヒエログリフ（象形文字）を知ることで、最古の文明を築いた
人々の世界観を共有できるようになるでしょう。古代エジプトの墓には数多くの
壁画が残されており、この壁画を手がかりに彼らのナイル河畔での日常の暮らし
や、死後あの世で復活再生し、永遠の生命を得るという彼らの来世観などを考え
てみましょう。

6 ヶ月コース
月 2回・全 12回
第 2・4金曜日

（第 1回は 10/14）
14:00 ～ 16:00（24名）

No. 12
あなたもマジシャン
高橋　正樹

　全くの初心者～経験者まで楽しめるマジック（手品）の講座です。ロープ・ハ
ンカチ・トランプを中心に、身の回りの物を使い、バラエティに富んだ演目、内
容になっています。最終的には、高齢者施設等にボランティア訪問できる所まで
を目指します。夢と優しさと遊び心に満ちたマジックの世界を体感してみません
か。
 （材料費￥3,000）

6 ヶ月コース
月 2回・全 12回
第 1・3土曜日

（第 1回は 10/1）
10:00 ～ 12:00（24名）

No. 13
街歩きいろいろ
多摩百面相Ⅱ
西村　洋一

　私たちの暮らす「多摩」の地は自然と歴史に恵まれた特別な場所です。そんな
多摩を様々な角度から体験します。自然や歴史、芸術、街の探索などのテーマを
座学で学び、フィールドワークで確認することで多摩の魅力を体感します。終了
後には参加者全員が五感を磨いたアルキニストになっている事でしょう。
 （資料代 1回￥100、フィールドワークの入場料・交通費・食事その他は自己負担）

6 ヶ月コース
月 2回・全 12回
第 2・4土曜日

（第 1回は 10/8）
10:00 ～ 12:00（24名）

No. 14
詩を読みましょう、
　　　書きましょう
奥野　正幸

　自由詩（現代詩）の鑑賞と、作成を目的とした講座です。詩の鑑賞は主として
リルケや金子みすゞなど、近現代の抒情派の詩人を選びます。講座の後半で原稿
用紙 1枚程度の短い詩を書きます。書かれた作品は講評を加えてお返しします。
初心者の方はもちろん、書きなれた方も自分の詩の再考の機会としてご利用くだ
さい。

6 ヶ月コース
月 1回・全 6回
第 3土曜日

（第 1回は 10/15）
14:00～16：00（24名）

No. 15
「秩父観音巡礼紀行」
－十倍楽しむ心の旅－

服部　文晴

　日本百観音霊場とは、平安時代の「西国三十三ヶ所」、鎌倉時代の「坂東
三十三ヶ所」、室町時代の「秩父三十四ヶ所」の霊場です。私達の身近な存在「秩
父霊場」を訪ねます。なぜ秩父が百観音霊場に選ばれたのか。「アリの秩父詣」
と人々を惹きつけたものとは何か。注目すべき“秩父ジオパーク”との成立の関
わりとは？　※全回とも座学となります。

6 ヶ月コース
月 1回・全 6回
第 1日曜日

（第 1回は 10/2）
※１月は日程変更あり
14:00 ～ 16:00（24名）

No. 16
陰陽五行と食養
高橋　公子

　=温故知新=陰陽五行説を基に身体食物の関わりを展開していきます。陰陽は、
万物は陰と陽で構成、相反する事の調和の世界観。五行は、万物は木火土金水の
五元素を軸とし影響し食と身体の機能と結びつけて説きます。人生 100 年に備
えて立ち向かうヒントは「食」が重要なポイントです。楽しく展開します。

6 ヶ月コース
月 1回・全 6回
第 2日曜日

（第 1回は 10/9）
14:00 ～ 16:00（24名）

No. 17
知の宝庫・図書館

－古代アレクサンドリア図書館
など・その起源と歴史を展望－

池田　勇

　知の宝庫=図書館の歴史を概観します。4大文明から、古代のアレクサンドリ
ア図書館、中世の修道院図書館、王室図書館、イギリスの最初の公共図書館など、
日本の図書館については、奈良時代の公家文庫、中世の武家文庫、江戸時代の紅
葉山文庫、寺子屋そして明治の書籍館などについて、その歴史を概観します。

6 ヶ月コース
月 1回・全 6回
第 4日曜日

（第 1回は 10/23）
14:00 ～ 16:00（24名）

【募集期間】 2022年6月1日（水）～ 2022年7月8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。
 （開講時に本人確認書類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枚につき 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16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　4,200円　　全12回講座　8,400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。
  払込手数料は、各自負担とさせていただきます。
  
  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 TAMA市民塾のホームページで見ることができます。
  （ https://tama-shimin-juku.com ）
 ・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。

払込期限　8月12日（金）（払込期限が過ぎた場合は失効）

＜はがき記入例＞

※この募集内容は 2022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。
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1　講座No. 

2　講座名

3　氏名（ふりがな）

4　〒・住所

5　電話

6　年齢・性別

自宅

携帯

1 8 3 0 0 5 663円
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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 7 月講義案内

日　時 講義テーマ 教　授 教　場

7月7日（木）
14：00から

セーラー服の起源を探る
－イギリス・アメリカから日本へ－

佐々井　啓　氏
（日本女子大学名誉教授）

コール田無
（西武新宿線田無駅北口　徒歩７分）

7月14日（木）
14：00から

光の進み方を調べてみよう
－子供たちとする実験の紹介－

大井　みさほ　氏
（東京学芸大学名誉教授）

武蔵野スイングホール
南棟 10F スカイルーム第 1
（JR 武蔵境駅北口　徒歩 7分）

7月21日（木）
14：00から 水環境の話〈身近な水の問題〉 守田　優

まさる

　氏
（芝浦工業大学名誉教授）

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）

7月28日（木）
14：00から 街をスマートにするには 小

こだ て

舘 亮
あきひさ

之　氏
（津田塾大学教授・同大学副学長）

田無公民館
（西武新宿線田無駅南口　徒歩３分）

（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、７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

オンライン講座視聴期間延長のご案内
多摩の歴史講座多摩の歴史講座

　オンラインで配信している「多摩の歴史講座」ですが、予想以上に多くの方からお申し込みい
ただき、視聴されています。つきましては、2022年5月31日（火）までとしていた視聴期間を
延長することとしましたのでご案内します。
　あらたに視聴を希望される方はメールにてお申し込みください。

◆申込期間 2022年8月24日(水)まで
 (視聴期間と異なりますのでご注意ください。)
◆申 込 先 メールの表題に「歴史講座視聴希望」と記入のうえ、下記アドレス宛に
 お送りください。公開webの URLをお送りします。
 メールアドレス：tamano.rekishi@gmail.com
★視聴期間 2022年8月31日(水)まで

　詳しくはホームページまたは「ぐるり 39」2月号(No.101)をご覧ください。

【お申込みについて】　多摩交流センター　　　℡ 042-335-0100
【講座内容について】　たましん地域文化財団　℡ 042-574-1360

お問合せ先

たましん地域文化財団・東京市町村自治調査会共催
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再生紙を利用しています

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

小金井市第15回

history of tama & tosho-

　史跡玉川上水の小金井市周辺は今から約 300年
前から続く桜の名所で、国名勝に指定されているよ。
　ソメイヨシノじゃなくてヤマザクラの並木は、
都内では稀少な存在なんだよ。10年前から始まっ
た史跡・名勝の整備事業では桜の世代交代が図ら
れているんだ。100 歳超えの老木に 10歳前後の
若木が混じり、毎年色とりどりの花を咲かせてい
るよ。

　浴恩館は昭和６～ 12年に教育者下村湖人が青
年団講習所の所長として講習生と語らい、傍らで
小説「次郎物語」の構想を練った場所なんだ。
　1993 年に改修された建物は文化財センターと
なって、湖人筆の原稿をはじめ縄文土器などが常
時展示されていて小金井の歴史が学べるよ。特に
名勝小金井（サクラ）の古写真のコレクションは必
見だよ！

旧 浴 恩 館

身近な場所で歴史を発見！
今回はわたげのボクが『名勝小金井（サクラ）』と『旧浴恩館』を紹介するよ。

【情報・写真提供】
小金井市生涯学習課　TEL　042-387-9879

◆ 名勝小金井（サクラ）
　（小金井市貫井北町～関野町の玉川上水両岸）
・武蔵小金井駅または東小金井駅から徒歩 16分
・CoCoバス北東部循環⑬「小金井橋入口」下車

◆ 旧浴恩館
　（小金井市緑町３ｰ２ｰ 37）
・武蔵小金井駅または東小金井駅から徒歩 21分
・CoCoバス北東部循環⑬「小金井橋入口」下車、徒歩５分

【現地案内】

名勝小金井（サクラ）


