〔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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１面
第６回なかはらミュージカル出演者・ボランティアスタッフ募集、
２,３面 通年事業、生涯学習相談ルーム「アスク」、ほか
４面
春の子ども文化講座、ギャラリー、施設利用案内 ほか

【中原区地域課題対応事業】
＜公演予定日：平成３０年３月１０日（土）
・１１日（日）＞

大人も子どもも、歌やダンスやお芝居の好きな人「なかミュー」に集まれー!!
中原区制４０周年記念事業として平成２４年度に
始まった「なかはらミュージカル」は、川崎市７区
で唯一の区民ミュージカルです。今年度は、中原３
部作（水の郷、桃の里、多摩川 DEN）の最終年度
となり、一つの区切りを迎えます。

【募集対象・人数】 中原区内在住・在学・在勤の小学校１年〜大人 ９0 人程度〔経験は不問です〕
※応募多数の場合は、公開抽選により参加者を決定いたします。
【申込】
往復はがきにて中原市民館「なかはらミュージカル」まで。
郵便番号、住所、氏名(ふりがな)、性別、年齢（校名・学年）、電話番号（ファックス）
、
E メールアドレス、得意の分野(①歌②ダンス③芝居)を明記してください。
６月２１日（水）締切（消印有効）
【参加費】 指導料・衣裳代・道具代・舞台費用等を含めて 30,000 円〔消耗品費・保険料等別途実費負担有り〕
※ 分割納入可（支払方法については、事前説明会にて説明いたします。）
【事前説明会】６月１１日（日）①１０時〜１１時 ②１４時〜１５時 ③１８時〜１９時
会場：中原市民館第 3・４会議室
定員：各回４５人
※ 参加希望者は、必ず事前説明会に出席してください。
【公開抽選】 ６月 29 日（木） １８時３０分〜
会場: 中原市民館多目的ホール
【配役オーディション】
７月８日(土) または９日(日)
内容：歌・ダンス・芝居
【練習】
オーディションによる配役決定後８月より週末を中心に週２〜３回程度を予定しています。
【スタッフ】〈予定〉 演出 にしわきまさと
音楽 松本麻衣
振付 カワイヒロコ
【チケット販売】 １月下旬より販売を予定。
（大人 １，５００円 小学生以下 ７００円）

【対象】
なかはらミュージカルに制作スタッフとして参加したい方、興味ある方
【活動期間】 平成２９年６月〜平成３０年３月 (参加が可能な期間をご相談ください)
【内容】
練習補助、衣装制作、道具制作、本公演サポート、企画業務など
【申込・問い合わせ】 中原市民館なかはらミュージカル係まで 電話：044-433-7773

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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【市民自主企画事業】
《事前申込不要》

若者カフェは、若者や、さまざまな世代の人が、自由に話したり、おやつを作ったり、
いろいろな過ごし方ができる場です。誰でも参加できます。
【日時】５月２７日(土)、６月２４日(土)、７月２２日（土）、８月２６日（土）、
９月３０日（土）
、１０月２１日（土）、１１月２５日（土）、１２月１６日（土）
平成３０年１月２７日（土）
、２月２４日（土）
、３月２４日（土）
いずれも１３時〜1６時
【会場】中原市民館 料理室
カフェの進行：参画はぐくみ工房 竹迫 和代
【参加費】１回２００円（飲食代として）
※事前申込は不要です。当日会場に直接お越しください。
【企画運営】グループ「ここにわ」
【中原区市民提案型事業】

小学校での本の読み聞かせや図書ボランティアまたはそれを目指す人を対象に
行う講座です。
【日時】６月１５日(木)、６月２２日(木)、６月２９日（木）、７月６日（木）、
７月１３日（木）
、９月１４日（木）、９月２８日（木）、１０月１２日（木）
１０月２６日（木）
、１１月２日（木）
いずれも９時４５分〜１２時
【会場】中原区役所会議室
【受講料】１５０円（資料代として）
【定員】５０人（原則全１０回を受講できる方）
〔中原区民優先〕
【申込】講座名、郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、連絡先電話番号、活動している団体
（○○小学校）等、を明記し、ファクスまたはメールでお申込みください。〔抽選〕
【申込先】中原区・子どもと本を考える会 ＦＡＸ ０４４−７５１−８３５６
Mail yomikouza@gmail.com
※ 申込締切は５月３１日です。
※ お子様はお連れになれません。
【主催】中原区・子どもと本を考える会
【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（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。
【日時】毎週水曜日(祝日・年末年始を除く) 10 時〜12 時 30 分、1３時 30 分〜１６時
【会場】中原市民館 グループ室（１階）

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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「なかはらミュージカル」スタッフによる、ミュージカル体験ワークショップです。
歌って、踊って、演技して♪ ミュージカルの世界を体験してみませんか。
【日時】６月１８日(日) １３時〜１７時
【対象】中原区在住・在学・在勤の中学生〜大人 ２０人
【会場】中原市民館 体育室 【参加費】無料（保険料 100 円程度）
【内容】歌・ダンス・芝居の練習および発表
【講師】松本麻衣（歌）
・カワイヒロコ（ダンス）
・にしわきまさと（芝居）
【申込】電話・ファックス・市民館ホームページにて中原市民館まで。
６月９日(金)締切 住所・氏名・電話番号・年齢を明記。
※応募多数の場合は「なかはらミュージカル」に参加経験のない方を優先します。
※本ワークショップは「なかはらミュージカル」のオーディションではありません。
【通年開催】

子育て中のママ・パパ達が気軽に立ち寄り、交流できる場「ママカフェ」を開催しています。
喫茶室いくおう中原の美味しいケーキやお茶を飲みながら、ちょっとひと休みしてみませんか？お気
軽にお越しください。＜参加無料＞（ただし飲食は有料）※注文しなくても構いません
開催日時

毎月第２木曜日
10 時〜11 時 30 分

会場

対

中原市民館１階ラウンジ
（喫茶室いくおう中原 前）

象

申

込

当日９時 50 分から番号札
乳幼児とその保護者
を配付
１５組
(定員を超えた時は 10 時に抽選)

【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１5 組
【日時】5/17(水)
6/ 7(水)・６/２１(水)
７/５(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）

★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
6/ 7(水)・7/5(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
5/17(水)・6/21(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。

【保育ボランティア研修】

地域の子育てを支える「保育ボランティア養成講座」です。男女・年齢問わず、子ども好きな方
ぜひご参加ください。
７月上旬から全５回の講座を予定しております。講座の詳細につきましては、6 月上旬より中原市民館
ホームページ及び各市民館にて配布するチラシでご確認ください。
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。
主催表示のない事業は、川崎市教育委員会が主催する事業です。
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【中原区文化協会主催】

小学生・中学生を対象にした体験教室です。この機会に伝統の文化を体験してみませんか
講座名
期日
時間
会場
参加費
対象
持ち物
６/２４(土)
７/２２(土)
８/２６(土)
９/２３(土)
・初めての方も歓迎です。
１０/１４(土)
・舞踊は日本の立振る舞いを 中原区文化祭
子ども日本舞踊教室

勉強することができます。

浴衣
足袋又は
中原市民館
中原区内在住
くつ下
１４:００
ひも２本
〜１５:３０ 体育室 １，０００円
20 人
汗ふき
飲み物

※講座の発表は、第 4９回中原区文化祭(１０/２８、２９のいずれか)にて行います。
申込
はがきまた FAX で講座名・郵便番号・住所・氏名（ふりがな）
・電話番号を明記して中原市民
館内 中原区文化協会事務局まで
締切
６/１３(金)必着 ※抽選
問合せ 中原市民館内 中原区文化協会事務局
電話 ４３３−７７７３（火曜日・１３時〜）

月

５
月

６
月

展示期間

名

称

団

体 名

内

容

4/28〜2

マクラメ手芸 作品展

マクラメ教室

手芸

5〜10

陶芸三人会 作品展

陶芸三人会

陶芸

12〜14

第３９回 中原市民館サークル祭

中原市民館サークル連絡会

絵画他

19〜24

絵画展

旺油会

油絵

26〜31

作品展

陶芸アトリエ彩

焼きもの

2〜7

中原デッサン展

中原素描研修会

絵画等

9〜14

中原押花会展

中原押花会

作品

16〜21

アトリエ・キュイキュイ 作品展 vol.2

アトリエ・キュイキュイ

工作・絵画等

ほのぼの写真クラブ

写真

多摩川写友会

写真

23〜28

ほのぼのな仲間達 写真展

29〜7/5

写真展

市民ギャラリーの利用案内

お問い合わせ：中原市民館 ０４４-４３３-７７７３

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 7 月１３日(木)に平成３０年１・2・3 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。

☆中原市民館休館日のお知らせ･･･
5/15(月)・6/19(月)は館内清掃･点検のため休館日

☆多目的ホール申込抽選のお知らせ･･･
5/1(月)は平成 30 年 5 月分、6/1(木)は平成 30 年
6 月分、7/1(土)は平成 30 年 7 月分の申込を受付け
ます。
受付会場 5/1、6/1 は多目的ホール、7/1 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

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７月１日号になります。

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。
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。

