〔回覧〕お読みになりましたら、早めにお隣にお回しください。
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中原市民館だより
http://www.city.kawasaki.jp/nakahara/category/97-11-1-0-0-0-0-0-0-0.html
今月号の内容

１面
みつけませんか？私なりの子育て、
２,３面 通年事業、中原区子ども会議・子ども実行委員会募集、ほか
４面
ギャラリー、施設利用案内 ほか

【市民自主学級】

保育付（別室保育）

発行 川崎市中原市民館
（中原区役所生涯学習支援課）
〒211-0004
川崎市中原区新丸子東 3-1100-12

ﾊﾟｰｸｼﾃｨ武蔵小杉ﾐｯﾄﾞｽｶｲﾀﾜｰ
電話 044-433-7773
F A X 044-430-0132

中原市民館の QR コードが
出来ました！講座検索・
申請はこちらから☆

「私の子育て、これでイイのかな．．．？」２〜３歳児のイヤイヤ期への対応、
怒りたいとき泣きたいとき．．．モヤっとしますよね。
子どもの気質や生活習慣を学び、子育てに関するいろいろな想いを共有しながら
「私なりの子育て」について考えてみませんか？

【日時】９月 8 日（金）〜１２月１日（金）１０時〜１２時＜全１２回＞
※１０月２６日のみ木曜開催
※詳細については、下記表の通り
【会場】中原市民館
※１１月２４日のみ川崎市子ども夢パーク
【対象】２〜３歳児を持つ保護者 ２５人 ※なるべく全回出席できる方
【保育】２歳以上（開講日に満２歳以上）２５人
※保育ボランティアグループ にじの会が行います。
【参加費】１０００円（資料代３００円、保険料・保育雑費７００円）
【申込】往復はがきまたは市民館ホームページで中原市民館まで。
講座名・参加者氏名・住所・電話番号・メールアドレス・
保育対象のお子さんについて（名前・ふりがな・性別・生年月日）を明記。
８月１８日（金）消印有効（応募者多数の場合は、初受講・区内在住の方を優先して抽選）
※２歳未満の弟妹（生年月日を明記）は、保育なしの同室受講になります。
キッズスペースは、設置しますが原則保護者のご対応をお願いします。
回
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月

日

9／８（金）
9／１５（金）
9／２２（金）
9／２９（金）
１０／６（金）
１０／１３（金）
１０／２０（金）
１０／２６（木）
１１／１０（金）
１１／１７（金）
１１／２４（金）
１２／１（金）

学

習 内

容

保育説明
子どもの心に寄り添って
こんにちは！〜自己紹介〜
２〜３歳児 How to
辻野湯でほっこり
２〜３歳児の生活習慣
保育室の子ども達
育児中の防災について
怒りたいとき泣きたいときの私
家族のカタチ
この子もあなたも宝もの
ふりかえりとおたのしみ

講

師 等

保育ボランティアグループ にじの会
りんごの木 代表 柴田 愛子
ママいろ
駒澤大学コミュニティ・ケアセンター 松本 清子
とよたまこころの診療所 辻野 恵子
中原区役所保健福祉センター 保健師
保育ボランティアグループ にじの会
ママいろ
社会福祉法人 子どもの虐待防止センター
里親会 川崎市あゆみの会
川崎市子ども夢パーク所長 西野 博之
ママいろ
【企画運営】ママいろ

申込の際の氏名、住所、電話番号等は川崎市個人情報保護条例に基づき、事業執行の目的に限り使用します。
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【通年開催】

子育ての時間は、のんびり、ゆったり。大きな窓から明るい光が差し込む児童室で、
親子でふれあい、遊びながら楽しく情報交換や交流をしています。
【会場】中原市民館 児童室 【参加費】無料
★ふれあい子育て広場
（第１・３水曜日開催）
【対象】１歳半までの子どもと親１2 組
【日時】9/6(水)・9/２0(水)・
10/4(水)・10/１8(水)・
11/1(水)・11/15(水)・
12/6(水)
10 時 30 分〜12 時
【申込】当日 10 時 15 分に１階事務所
前にて（定員を超えた場合は抽
選）

※12 月第３水曜日はお休み
★すくすく赤ちゃん広場（第１・３水曜日開催）

①【対象】 ５ヵ月までの子どもと親 12 組
【日時】 第１水曜日 １３時３０分〜１５時
9/6(水)・10/4(水)・11/1(水)・12/6(水)
②【対象】 ６ヵ月からハイハイまでの子どもと親 12 組
【日時】 第３水曜日 １３時３０分〜１５時
9/20(水)・10/18(水)・11/15(水)
【申込】 往復はがき・市民館ホームページにて
開催日２週間前の水曜日締切（消印有効）
（定員を超えた場合は抽選）

※「ふれあい子育て広場」と「すくすく赤ちゃん広場」の同日両方に参加することはできません。

中原区地域教育会議では、
平成 29 年度中原区子ども会議の開催にむけて、
一緒に準備活動をしてくれる「子ども実行委員」を募集しています。
基本 1 ヶ月に 1 回、子ども会議に向けてはば広い学年で気軽に話し
合いをします。メンバーが集まり、お菓子作りやボランティア活動の
お手伝い、そして遠足や合宿等を通じて交流します。みんなで楽しく
意見を伝え合いましょう！
※たんぽぽちゃ…中原区子ども会議実行委員のメンバーの総称
※子ども会議……学校や地域のことなど、気になったことについて自分の考えを話し合います。
話し合った内容は、市長や中原区長へ報告しています。

【活動内容】子ども会議開催にむけ、内容の企画や当日の運営準備。
【活動場所】中原市民館 他
【メンバー】小学校５年生から高校３年生まで、誰でも参加できます。
【申込方法】①中原市民館ホームページ（表紙ページにホームページアドレス・ＱＲコード有り）
お申込みフォームへご入力ください。
②電話
学校名・学年・年齢・お名前・保護者名・ご住所・電話番号をお知らせください。
中原区地域教育会議 子ども会議担当より詳細説明の連絡をいたします。

ご案内の内容は、都合により変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。
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【通年開催】

☆生涯学習相談ルーム「アスク」は、市民のみなさんの生
涯学習を支援するためにもうけられた相談コーナーです。
講座やサークルのご相談など、相談員がみなさんの「学び」のお手伝いをいたします。生涯学習に関
する資料や図書や市内で行われる各種講座・イベント情報も揃えていますので、気軽にお立ち寄りく
ださい。

中原市民館 案内図
【日時】毎週水曜日(祝日・年末年始を除く)
午前 10 時 00 分〜12 時 30 分
午後 1３時 30 分〜16 時 00 分
【会場】中原市民館 グループ室（1 階）
※右図参照
★事前予約は不要です。
・
「体操など身体を動かすサークルが知りたい」
・
「陶芸を行いたい」
・
「合唱を始めたい」
・
「中原区で行われるイベントを知りたい」など、
気軽にご相談ください。

時間ができたので
なにかを始めたい！
趣味・習慣にできる
サークルに入りたい！

引っ越してきたばかり
だから、色々知りたい！

地域でボランティアに
参加したい！

子育てに関する講座は
あるかしら？

中原区ではどんなイベントが
あるのかな？

ご案内の内容は、都合により変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。
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月

7
月

8
月

9
月

展示期間

名

称

団

体 名

内

viale カリグラフィーの会

容

7〜12

カリグラフィー展

作品展示

16

第 13 回 「なかはらっぱ祭り」

中原区役所 地域振興課

パネル展示

21〜26

第 39 回 硯友会書展

書道研究 硯友会

書道作品展示

28〜8/2

夏季イラスト展

川崎市立橘高等学校漫画研究部

イラスト作品
展示

4〜9

第 25 回 はり絵ポピー作品展

はり絵ポピー

はり絵作品展示

11〜16

プレイス NYG 第 1 回展

プレイス NYG

写真展示等

18〜23

きらく会写真展

きらく会写真クラブ

写真展示

25〜30

とうゆう会仲間たち展

とうゆう会

陶芸・書作品展示

9/1〜6

SYK フォトギャラリー

SYK フォトクラブ

写真展示

市民ギャラリーの利用案内
市内在住または在勤の団体が作品展示に利用できます。
（利用料金は無料です）
申込は年に 4 回、3 か月分まとめての受付で、平成 2９年 10 月１2 日(木)に平成３０年 4・5・6 月分を
受付けます。希望者多数の場合は抽選により決めさせていただきますので、１０時までに中原市民館視聴覚
室で受付けをお済ませください。
・お問い合わせ：中原市民館

０４４-４３３-７７７３

☆中原市民館休館日のお知らせ･･･
7/18(火)・8/21(月)は館内清掃･点検のため休館日
7/27(木)は消防点検のため全館貸出停止です。

☆多目的ホール申込抽選のお知らせ･･･
8/1(火)は平成 30 年 8 月分、9/1(金)は平成 30 年
9 月分、10/1(日)は平成 30 年 10 月分の申込を受
付けます。

受付会場

8/1、9/1 は多目的ホール、10/1 は視

聴覚室です。ご希望の方は午前 10 時までに受付会場で受
付けをお済ませください。申込の際にふれあいネット市内団
体カードを必ずご持参ください。

中原市民館講座のお申込･
お問い合わせは
〒211-0004
川崎市中原区新丸子東 3-1100-12
パークシティ武蔵小杉ミッドスカイ
タワー１階２階
電話 044-433-7773
FAX044-430-0132
＊次回の市民館だよりは 9 月１日号
になります。

ご案内の内容は、都合により変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。
各学級・講座の申込みにつきまして抽選となった場合は中原区在住・在勤者を優先とします。あらかじめご了承ください。

