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講座・催し物、消費生活フォーラム&エコ・フェスタ

d日時・日程・期間

2021年（令和3年）
11月20日号 たま広報

b場所

t対象

c定員

s費用
（記載のないものは無料） n内容

B備考

m申し込み

i問い合わせ

新型コロナウイルス感染症の影響により延期・中止の場合があります。また、参加の際は感染症対策にご協力ください。

分類

名称

日時・場所

対象・定員・申し込み・問い合わせなど

d１２月７日㈫午前１０時〜正午（雨 n都立桜ヶ丘公園内で観察
多摩市植物友の会B歩きやすい靴と服装で。新型
天中止）
当日午前１０時〜１１ コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、当日は資料を配布し、各自で観察i
時に旧多摩聖蹟記念館へ
教育振興課☎（３３８）６８８３

植物写真展示（１２月）

d毎 週 月・水 曜 日、１２月１４日
㈫・２１日㈫・２７日㈪〜３１日㈮を
除く午前１０時〜午後４時
b旧多摩聖蹟記念館

環境

１２月の自然観察会
「もみ
じ」

バラ科の植物i教育振興課☎（３３８）６８８３

緑の探検隊 第７回「お正 d１２月１９日㈰午前９時３０分〜正 t小学生（要保護者同伴）
c５人（申し込み先着順）
s１,５００円（材料費など）
n身近な竹
月飾りを創ろう！」
午
や松を組み合わせて、小型のお正月飾り作りにチャレンジ
峰岸久雄氏（環境カ
bグリーンライブセンター
ウンセラー）
多摩市グリーンボランティア連絡会mi１１月２３日㈷から、電話ま
たは直接、グリーンライブセンター☎（３７５）８７１６へ
つく

教育

学校におけるICT機器の d１２月２２日㈬午前１０時〜１１時５０ c４０人（申し込み先着順）n市のICT機器の活用状況と子どもが機器を使う
活 用 と 目 の 健 康 〜「ICT 分
際の健康への注意点
渡辺敏樹氏（市立学校学校医・ワタナベ眼科医
と健康」セミナー〜
b永山公民館ベルブホール
師）mi１２月２０日㈪までに、公式ホームページのインターネット手続き・
電話またはファクシミリで、教育センター☎（３７２）１０１０、v
（３７２）１０７４へ

文化

永山公民館サロンライト d１２月１１日㈯午後３時〜４時１５分 c６０人（市内在住者優先の申し込み先着順。未就学児不可）
くちぶえサー
コンサート
（２時４５分開場）
クル「たまぶえ」＝「ケセラセラ」
「野ばら（ウェルナー）」他、田中百合子（ピアノ）＝
b永山公民館ベルブホール
「『四季』より『１２月』
（チャイコフスキー）
「愛の夢（リスト）」他mi１１月２２日㈪午前９
」
時から、電話で、永山公民館☎（３３７）６６６１へ
夢の実現を応援します！ d①令和４年１月１２日㈬②２０日㈭ t全回参加できる、真剣に創業を考えている方・創業して間もない方c８人（応募者
多摩市志創業塾（全６回） ③２６日㈬④２月３日㈭⑤９日㈬⑥ 多数の場合は選考）s６,４００円n①創業に向けての心構え②事業の具体化と自分の強
１６日㈬、各午後６時３０分〜９時
み弱みを知る③創業マップを作る④決算書の読み方・利益計画の立て方⑤創業のた
b①③〜⑥KEIO BIZ PLAZA めの基礎知識⑥事業計画発表・資金計画相談
金成祐行氏（税理士法人かなり＆
（京王プラザホテル多摩２階）※ パートナーズ代表税理士）
京王電鉄㈱
BS多摩プラットフォーム推進協議
多摩市認定ビジネス支援施設② 会Bオンライン開催の場合あり。詳細は、公式ホームページ参照。志創業塾は、産
市役所東庁舎会議室
業競争力強化法に基づき認定を受けた特定創業支援事業。志創業塾修了者は、会社
設立時の登録免許税減免などの優遇ありmi１２月２２日㈬までに、経済観光課☎
（３３８）６８６７へ
こころざし

か

なり ゆう こう

はたらく

多摩市消費生活フォーラム＆エコ・フェスタ２０２１
進めよう！環境にやさしい新しいくらしを！
多摩市の消費者団体・環境団体・企業・行政などが集まって、暮らし
や環境に関わるさまざまな問題について幅広い視点から情報を発信しま

i・ 主 催 消費生活フォーラム・エコフェスタ実行委員会事務局
（消費生
活センター内）☎（３３７）６６１０

す。楽しく学べる企画が盛りだくさんです！
日程

時間

場所

１２/１９
㈰

定員・申し込み方法など
あまがさ

永山公民館視
聴覚室

講座「“みどりの食料システム戦略”
って
何？」

c４２人
（申し込み先着順）講 師 天笠啓祐氏（ジャーナリスト）主 催 東都生協多摩市連絡会m電
話で、東都生協国立センター☎０４２
（５８０）１７５０へ

永山公民館集
会室

作ってみよう！遊んでみよう！〜ぶんぶ
んゴマ、シノダケ・ヒンメリ〜

c４５人
（先着順）主 催 なな山緑地の会、永山南公園きりんの会m当日直接会場へ
（出入り自
由）

１０:００〜１７:００

消費生活セン
ターはらっぱ

海ごみ問題パネル展示

主 催 多摩市環境部m当日直接会場へ

環境パネル展示

主 催 多摩ニュータウン環境組合m当日直接会場へ

１０:３０〜１２:００

消費生活セン
ター科学室

竹とんぼ作り

c１３人
（先着順）講 師 多摩グリーンボランティア森木会クラフトプロジェクト 主 催 多摩グリ
ーンボランティア森木会m当日直接会場へ（出入り自由）

１０:３０〜１１:３０

永山駅周辺

自分たちが住む街をもっとキレイでも
っとカッコイイ街にするために（おそう
じ・ごみひろい）

c３０人
（申し込み先着順）m・ 主 催 １１月２４日㈬午前９時から、グリーンバード中央
大学チームURLhttps://form.run/@greenbird-chuo-university へ

１３:００〜１４:２０

永山公民館視
聴覚室

ペットキャップリサイクル・デモ実験講
座

c親子１２組２４人（申し込み先着順）講 師 冨田 斉 氏
（プラスチック循環利用協会）
m・ 主 催 １１
月２４日㈬午前９時から、電話で、消費生活センター☎（３３７）６６１０へ

１４:００〜１５:３０

トークセッション＆ソーラー台帳報告会
永山公民館集
「多摩の青空からエネルギー！ソーラー
会室
台帳報告会」

c４５人
（先着順）登 壇 者 秋元孝夫氏
（多摩循環型エネルギー協会理事）、恵泉女学園大学学生、
市職員
（環境部地球温暖化対策担当課長）主 催（一社）多摩循環型エネルギー協会m当日直接
会場へ

１５:２０〜１７:００

永山公民館視
聴覚室

ビデオ上映会
「西尾正道医師講演・トリ
チウムの健康被害」

c４０人
（先着順）主 催 放射線量測定室・多摩m当日直接会場へ

１０:００〜１２:００

永山北公園

ネイチャーゲームで自然とあそぼう！

c２０人
（申し込み先着順）m・ 主 催 メールまたは電話で、まちだネイチャーゲームの会
amachidang＠gmail.com、☎０９０（６７６７）０９３９へ

１０:００〜１７:００

消費生活セン
ターはらっぱ

海ごみ問題パネル展示

主 催 多摩市環境部m当日直接会場へ

環境パネル展示

主 催 多摩ニュータウン環境組合m当日直接会場へ

１０:００〜１２:００

１２/１８
㈯

内容

１１:００〜１５:００

しんぼく

生ごみリサイクルサロン

主 催 ダンボくらぶm当日直接会場へ
（出入り自由）
もり

１３:００〜１３:３０
１４:００〜１６:００

永山公民館視
聴覚室

ひとし

発表「2021年度活動紹介 豊ヶ丘の杜 の
植生・６年生の八ヶ岳林業教室」

c４０人
（先着順）主 催 フレンドツリーサポーターズ（FTS）m当日直接会場へ

講座「香害は公害
『甘い香り』
に潜むリス
ク」

c４０人
（先着順）講 師 水野玲子氏
（サイエンスライター）主 催 いのちと環境を考える多摩の会
m当日直接会場へ

d日時・日程・期間 b場所 t対象 c定員 s費用（記載のないものは無料） n内容 m申し込み i問い合わせ URL ホームページアドレス
市主催の催し物などは、変更・中止する場合があります。事前に主催者にお問い合わせいただくか、ホームページなどでご確認ください。

