
まちだ市民大学HATS 健康講座
“こころ”と“からだ”の健康学 自分らしく元気に生きるために

毎日を元気に自分らしく生きるために、健康を多くの視点で考え、生活の中で実践できる知識と
技術を学びます。そして学んだことを身近な人達に広め、地域の健康に貢献することを
目指します。

講義で

２０２２年度実施概要

〔 期間 〕
前期：４月～７月 全６回
後期：９月～１１月 全６回

〔 曜日・時間 〕
木曜日・午前１０時～１２時

〔 定員 〕５０名、どなたでも
〔 場所 〕健康福祉会館

生涯学習センター
市民フォーラム

〔資料代〕２，０００円

〔 受講者の声 〕
• 毎回の貴重な教えをいただきありがとうございました。実行しないことが多いので少しずつでも努力をしていきたいと

思ってます。
• 人生100年時代、どうしても身体の衰えは避けられない。少しでも今の健康状態を維持するために今回の各々の受

講テーマは大切なことと再認識できました。そのための具体的な対策を教えていただきありがとうございました。また、
終末期における具体的なケースが提示されてその選択肢を知ることができました。これらの講座は人生必須のテー
マと思いました。本当に有意義な学習でした。

★このように学んでいます。

実技で



まちだ市民大学HATS 環境講座 【目的】 環境講座は、地域で自分たちの生活環境の改善に共に取り組み、町田市の環境問題や地球環境を考
え、その解決に向けて主体的に行動していくこと、そうした「市民」の育成を目指しています。また、受講者どうしの
情報交換や新しいつながりも大切にしています。
【特徴】 座学学習をはじめ、体験学習、施設見学、フィールドワーク等、多様な方法で講座を構成しています。

【概要】 2022年度前期（5月～7月全7回）、後期（９月～11月全8回）
土・日曜、20名。どなたでも。資料代2,000円

座学学習

体験実習

フィールドワーク

○エコの現場を楽しく体験！環境ボランティア入門（基調講義）
○鶴見川流域治水・グリーンインフラ整備における町田の貢献（公開講座）
○防災と環境を考える/わたしたちに何ができるか

○小野路で稲刈りしよう！

後期：まちだのまちとくらしのエコ入門前期：まちだの水とみどり入門

座学学習

○ようこそ環境講座へ（基調講義）
○都市を構想し実現する～町田市都市づくりのマスター
プランを事例に～（公開講座）

○ゴミ減量は“リデュ―ス”から（３R講義）
○小野路、大犬久保谷戸の再生活動（都市近郊農業講義）
○生きもののにぎわいと共に生きる（生物多様性総合講義）

体験実習

○奈良ばい谷戸で田植えをしよう！
○川と生きもの「お世話」して、もっとにぎわう恩田川
○金森峯山で緑地保全活動を体験しよう！

○多摩動物公園
～生物多様性を楽しく学ぼう！

【受講者の声】
・個人ではなかなか経験できないことを体験できま
した。
・体験型学習が中心で楽しかった。
・今迄、何も気にせず生活していましたが、色々な
人の努力によって快適な生活ができていることがわ
かりました。

【受講者の声】
・講義だけでなく、現地見学が半分
あったため、毎回違ったテーマで出
かける楽しみもあり満足です。
・見学、実地体験などのフィールド
ワークに価値が高いものが多かった
と思います。貴重な経験ができたこ
とに感謝しています。

施設見学

○私たちの出した水のゆくえを知る（成瀬クリーンセンター）

施設見学

○企業の環境への取組みについて知ろう！
～余った食品を発酵飼料に～
（日本フードエコロジーセンター）



まちだ市民大学ＨＡＴＳ 人間学講座
【前期・人間科学講座】
科学はAIや医療などの技術を発展させてきましたが、技術を一人歩きさせる
のではなく、人間の心も豊かにするテクノロジーを一緒に考えます。

日時：５月～７月 全８回 水曜日１８：００～２０：００

定員：５０名 どなたでも 資料代：３，０００円

回 内 容

１
【総論】いのちとつながる

～コロナによる隔たりを越えて

２
東日本大震災から何を学ぶか？
～ケアの視点からみる原発事故

３ 【見学】東京消防庁立川防災館見学・体験

４ いのちを蝕む動きの今

５ 脳科学の視点から認知症を考える

６
生涯学び続けることができる学びの熟達者

になるには－－認知科学から考える

７
ロボットと生きる社会

－ロボットにできること、できないこと－

８ 【公開】人類と感染症の関わり

回 内 容

１
「なじんだ誰か」は豊かさのチカラ
～人生を逆算して今をかんがえる～

２
相手も私も大切にする

「アサーティブな表現」を学びましょう

３
【公開】職場に蔓延する

「大人のいじめ」にどう対処する？
～若者を取り巻く過酷な労働の現在～

４ 【体験】太極拳で身体も心もリラックス

５
「優生社会」を考える

－旧優生保護法～出生前診断、
相模原事件などー

６
意外と知らない「男性性」のハナシ

－身近なモヤモヤからジェンダーを考える－

７
映画「道～白磁の人～」の歩みと、

在日コリアンの想い

８
地域で朗読の魅力を伝える

～伝わる声を作り、登場人物になりきるには～

【後期・人間関係学講座】

孤立しがちな新型コロナの時代を踏み越えて、文化を伝え、私を伝え、そして
人と結びつくことを考えます。

日時：９月～１１月 全８回 土曜日１４：００～１６：１５（１５分の交流会を含む）

定員：３５名 どなたでも 資料代：３，０００円

・
受講者の声

・「アサーティブ」は具体的でよかった。日常生活でのちょっとした
会話でも留意しなければならないヒントを知ることができました。

・人権の問題を多く学べたので、身近な人、周りの人に対して、思
い込みで関わらないように留意したいです。

・「優生社会」の話は、現役新聞記者が取材してきた内容だから
こその迫力がありました。

受講者の声
・若い講師は、マスコミには取り上げられにくいリアルを熱意を持っ
て伝えようとされるので、興味関心は高まりました。

・人権がないがしろにされている現状を扱うテーマが多い中、ロ
ボットの話は少し夢を見られて素直に楽しかったです。

・立川防災館を今回皆さんと一緒に見学。実際に体験することで分
かったことが多く、参加できてよかったです。



〔定 員〕 35名
＊どなたでも。応募多数の場合は、市内在住の方を優先。

〔会 場〕 町田市生涯学習センター6階 学習室1・2 他
〔日 時〕 原則金曜14：00～16：15
〔資料代〕 3,000円

回 内 容

１
オリエンテーション

江戸時代前期の村と百姓
～近世村落の成立とくらしぶり～

２
江戸時代後期の市域

〜江戸近郊地域として〜

３
【公開講座】村の文芸と文化

～町田出身の俳人親子・五十嵐梅夫と浜藻～

４
騒動、諍い、訴訟、そして和解
～争いを通してみる江戸時代～

５ 【現地学習】目で確かめる町田の歴史

６ 「野津田村年代記」の魅力

７
小野路村名主「小島日記」の魅力

～『博愛堂史話』から～

８ 幕末の市域

〔受講者の声〕
・全く知らなかった町田の歴史を学ぶのはとても新鮮な感動でした。市の施設を学芸
員さんの説明で回れたバス見学ツアーが、大変良かったです。

【前期】5月～7月

縄文から中世

まちだ市民大学HATS 歴史講座
「町田の歴史」

【後期】9月～11月

近世初めから幕末

回 内 容

１
オリエンテーション

地中の文化財を掘る①
〜縄文の暮らし〜

２
地中の文化財を掘る②
〜縄文・弥生の暮らし〜

３ 横穴墓から見た古代の南多摩

４
【公開講座】鎌倉時代の町田
～秩父党小山田氏を中心に～

５
板碑で見る町田の中世
～鎌倉から室町～

６
【バス見学】目で確かめる町田の歴史

～田端環状積石遺構など～

７ 戦国時代の町田

８ 原町田村の成立と市の歴史

〔受講者の声〕
・学校で学ぶ歴史とは違う視点からの歴史を学ぶことができました。歴史探求の道、
楽しいですね。実際に歩き、目で見ながらお話しをうかがうことができ、とても“実感”
できました。



老後に不安を感じていませんか？知る
ことで得られる安心があります。より安
心に、より安全な楽しい老後のために、
必要な知識や情報を得て、あなたが今

係ることを一緒に探しませんか？

まちだ市民大学ＨＡＴＳ 福祉講座（まちだの福祉）

【前期】 安心して町田で暮らせるために

聞き上手・話し上手になりませんか

【公開】医療と介護を上手に連携させる
ためには

• 自分が高齢になって福祉のお世話になることが目前となり、その内容を知りたいと
思って受講しました。

• 知りたいと思っていても、自分でわざわざ調べてまでは・・・という事が学べてとても
良かった。

• 講師の方々に、おしみなく話題を提供していただき、現実味のある話を興味深くた
くさん聞くことができました。とても参考になりました。

〈受講者の声〉 〈受講者の声〉

【後期】 様々な人たちと育む共生社会づくり

「心のバリアフリーとは？」
－大事なことだけど、よくわからない・・・－

【概要】
前期５月～8月 火曜日 １４：００～１６：００
後期９月～12月 金曜日 １８：３０～２０：３０
各期全７回 定員３０名、どなたでも 資料代２,０００円 （２０２２年度）

皆さん、共生社会という言葉を知っていま
すか？共生社会とは、いろんな生きづら
さを持っている人たちが共に力を合わせ
生きていく社会です。本講座では、共生
社会をテーマに様々な方たちにご登場い
ただき、これからの社会のあり方につい
て一緒に学んでいきます。

薬と上手に付き合うには？

お金の守り方

【見学】特別養護老人ホーム
「悠々園」

地域活動に参加しませんか？
～つるかわCAPの取り組みと修了式

地域で暮らす精神障害者支援
～ご本人の望む暮らしを支える～

子どもの発達障がいを知ろう
～ビジョン（視覚）からのアプローチ～

ほじょ犬（盲導犬、介助犬、聴導犬）と町で
出会ったら

～介助犬と暮らす～

交流会
ユニバーサルスポーツ
－スティックボール－

ひきこもり、８０５０問題について
～家族の視点から考える～

【公開】ヤングケアラー若者ケアラーの
相談の場をつくる

交流会と車イス体験

• テーマが幅広くて良かった。１つ１つのテーマを何回かに分けてやっても良いくらい
充実していた。「共生社会」の真の意味をほんの少しだけでも理解が進んで良かっ
た。

• 世の中は健常者中心に出来ているため生きづらいと思いますが、まわりの人が少
しのやさしい心を持ち寄る事で住みやすい世の中になってほしいです。

• 講座を受けただけで終わらず、今後の自分の生活に生かしたいと思う。



まちだ市民大学ＨＡＴＳ 法律・国際学講座

人間の安全保障の視点から世界をみる

気候危機と安全保障観の転換へ

次なるパンデミックにいかに備えるか？
－グローバル保健ガバナンスの現状と課題－

混迷する国際秩序と人間の安全保障

ミャンマー現代史のなかの内戦と国軍支配、
市民による国家改革への試み

SDGｓと国連WFPの食料支援
－飢餓ゼロを目指し私たちにできること－

【公開】脱プラスチックへの挑戦
海洋汚染を食い止めよう

コミュニティは個人を守れるか？
人間の安全保障論とジェンダー

人間の安全保障
法律講座
（くらしに活きる法律）

国際学講座
（まちだ市民国際学）

「安全保障」と聞くと、国家の軍事的なものだけを想像しますが、私た
ちの安心で安全な暮らしを守るものはそれだけではありません。今、よ
く耳にするSDGｓの考え方の基ともなった「人間の安全保障」という視
点から、地球社会に生きる私たちの課題を考えたいと思います。

日時：９月～１１月 全８回 火曜日１８：００～２０：００
定員：６０名 どなたでも 資料代：３，０００円

安心できるくらしのために

日々のくらしは法律によって、どのように守られているのでしょ
うか？また私たちは安心できるくらしのためにどうしたらよいの
でしょうか？

日時：４月～７月 全８回 火曜日１４：００～１６：００
定員：４０名 どなたでも 資料代：３，０００円

環境政策の手法とインセンティブ
-事業者や市民に環境に取り組んでもらうには

どんな方法があるか-

環境問題・農業問題と私たちの生活

テレビでは教えてくれない
「食品表示」のうそ？ホント!

【公開】少子高齢社会における家族と
相続法の課題

成年後見制度
～町田の取組み～

成年年齢引き下げ ねらわれる１８歳！
悪質商法の被害者や加害者になるカモ！？

性の多様性と法律
～生活・仕事での法律の壁～

AI社会を生き抜く法
～AIとの共生のために～

【受講者の声】
・いろいろな問題を取り上げ、講座にしてくださったことに感謝いたします。
・各回とも詳細な資料を用意され、後々の復習に大変役立つよい勉強になりました。

【受講者の声】
・実際に活動をされている先生のお話で、具体的でわかり易かった。
・全て毎回勉強になりましたが、第6回「ミャンマー」と最後の講座は印象に残りますね。



まちだ市民大学HATS 【通年】

多摩丘陵の自然入門
驚き感動まちだの自然大発見

第４回 知られざる三輪の里山を歩く
～寺家ふるさと村と一帯となった緑地～

東田谷～寺家ふるさと村～南谷（三輪緑地）

第１０回 都立大戸緑地の自然
地域の自然を守り親しむ

（都立大戸緑地）

町田市内の色々なフィールドで自然観察を行う
ことにより、親しみ楽しみながら、多摩丘陵の
自然を知り、保全の実情と活動について学ぶこ
とを目指します。

（受講者の声）

・車を使わず、自分の足、バスでいろいろな場所に行くことができた。
・草地の重要性と楽しさを学んだ。
・里山は手を入れないといけないことが理解できた。
・自然を守る大切さがわかった。
・町田市にこんな自然が残っているとは知らなかった。

（２０２２年度の様子）

【概要】

通年４月〜１２月、全１２回 定員３０名
どなたでも（応募多数の場合は、市内在住の方を優先）
資料代３，０００円

第３回 かっての里山の豊かな自然が見られる公園で、
知るを楽しむ

（かしの木山自然公園）

※講座は４月に開講し、春、夏、秋に
自然を散策、１２月に最終回を迎え
ます。

さまざまな季節に自然と触れ合うこと
ができ、満足度の高い講座となって
います。
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