
1多摩市民館だより 特集号
・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。

たまたま子育てまつり特集号

特集号

9月から10月の休館日
9月18日（火）、10月15日（月）

平成30年9月1日

主催：たまたま子育てまつり実行委員会・多摩区役所

たまたま子育てまつりは、地域の子育て支援団体、企業、商店、行政などが
多摩区で子育て中の方を応援することを目的として開催するイベントです。

地域課題対応事業

たのしく子育て　みんなで笑顔
第16回 たまたま子育てまつり

開 催 日　9月16日（日）
時　　間　9時45分〜15時（雨天決行）
会　　場　�多摩区総合庁舎
問合せ先　（多摩市民館以外の場合は電話番号等記入）
� 多摩区生涯学習支援課（多摩市民館）
� TEL935-3333　FAX935-3398
� 多摩区社会福祉協議会
� TEL�935-5500　FAX�911-8119

たまたま子育て

当日はたくさんの
催し物があります！詳しくは
4・5ページを見てね！
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子どもたちが安心して成長
するために、今の時代に対
応した新しい情報を保護者
同士、交流を深めながら一
緒に学び、今後の子育てに
活かしていきましょう。

お父さんも見つけたい。思春期を親子で乗り越えるた
めの父親参加の大切さや、子どもとの関わり方を地域
のお父さん達と一緒に考えます。

多摩市民館では、主に外国人市民を対象に、生活に必
要な日本語や文化・習慣を地域（多摩区）に住んでいる
人たちと一緒に学ぶにほんごクラス（昼）毎週水曜日10
時〜12時の活動に関心のある方の見学を受け入れてい
ます。日本語ボランティア活動に関心のある方は、多摩
市民館にほんご担当までお申し込みください。

手を離しても目は離せない子どもとの関わり方を考える

市民自主学級

家庭・地域教育学級 日本語ボランティア活動に関心のある方へ

開催期間　�11月1日（木）、11月8日（木）、11月11日（日）、11月
15日（木）、11月22日（木）、11月29日（木）　全6回

時　　間　10時〜12時　※11月11日のみ11時〜14時
会　　場　多摩市民館　4階　第1会議室または第5会議室　
� ※11月11日のみ黒川青少年野外活動センター

対　　象　多摩区内の小中学校に通う児童・生徒の保護者　
定　　員　20名【先着順】　　　　
受 講 料　無料
� ※�ただし、11月11日はドラム缶ピザを作るため材料費、安全対

策費として、中学生以上1,200円、小学生600円程度かかり
ます。交通費も自己負担です。

申込み開始日時　9月20日（木）10時から
申込方法� 来館または電話
申込・問合せ先　多摩市民館

講　　師　川崎市こども未来局児童家庭支援課　廣岡真生
開 催 日　10月６日（土）
時　　間　14時〜16時
会　　場　多摩市民館　４階　第６会議室
対　　象　小・中学生の父親または関心のある方
定　　員　25名【先着】
受 講 料　無料
申込開始日時　９月８日（土）10時から
申込方法　�来館または電話、FAX、
� 　多摩市民館HP
申込・問合せ先　多摩市民館

開 催 日　毎週水曜日　　時　　間　10時〜12時
会　　場　多摩市民館　　対　　象　関心のある方
参 加 費　無料
申込方法　�市民館にほんごクラス担当まで電話またはFAXで
申込・問合せ先　多摩市民館
多摩市民館では、にほんごクラスを（昼）毎週水曜日10
時〜12時、（夜）毎週金曜日19時〜20時30分の2コ
ース開催しています。現在見学者の募集は、昼コースの
み行っています。

多摩市民館にほんごクラス（昼）の
活動見学のお誘い

企画運営：まえむき隊

市民自主学級「たま親子学級」公開講座

子どものいのちを守るママになる！

防災ママカフェ＠多摩
〜東日本大震災、熊本地震の被災地ママの

経験から学ぶ・備える〜

企画運営：たまスマ☆

講　　師　�（一社）スマートサバイバープロジェクト
� 特別講師　かもん�まゆ
開 催 日　11月23日（金・祝）　
時　　間　10時〜12時
会　　場　多摩市民館　3階　大会議室
対　　象　�乳幼児ママとその家族、防災に興味・関心のある方
定　　員　25名【先着順】
受 講 料　無料（ただし、資料代として1家族200円）
申込開始日時　10月2日（火）10時から
申込方法　来館または電話、FAX
申込・問合せ先　多摩市民館
�「たま親子学級」の公開講座です。定員のほかに、たま親子学級の受
講者（親子）が参加します。キッズスペースがありますので、お子さ
ん連れのママさんも奮ってご参加ください！

巨大地震から子どもを守るためには
どうしたら良いのか、どんな備えが
必要なのか、知って・備えていれば
守れる命があります。まずは知ると
ころから始めてみませんか？ママ以
外の参加も大歓迎
です！

親が育てば
　　　子も育つ

お父さんのための思春期講座
〜見つけたい過干渉と放任の間〜

たまたま子育てまつりのご紹介！
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おもしろい企画
が

盛りだくさん！

親子で一緒に
楽しめます！

たまたま
子育てまつりって何？？

　たまたま子育てまつりは、地域の子育て支援団体、企業、商店、行政などが多摩区で子育て中のすべての方を
応援するお祭りです。
多摩区で子育て中の方が孤立することなく、地域全体で子育てを支えていく環境づくりと生涯学習推進を目的と
しています。
　多摩区内で子育て中の親子や子育てに関心のある市民の方が楽しく休日の一日を過ごしながら、いろいろな企
画やイベントを通して子育てに役立つ情報を手に入れ、子どもを育てる力をつけたり、仲間さがしが出来る、「た
またま子育てまつり」はそんなイベントです。
　このおまつりの始まりは「子育てを考える会グレープ」の働きかけにより、多摩市民館がコーディネイトした、「子
育て支援者関係会議」でした。その後、名前を「子育て支援会議」と変え、子育てに関わる行政や団体が集まり、
多摩区の子育てについて考える場となりました。その中で、子育てについて考える楽しいイベントを開催しよう
と始まったのが、「たまたま子育てまつり」です。2003年に第1回目を開催し、今年で16回目となりました。
　毎年、多くの団体の企画・パフォーマンス・情報掲示での参加があり、賑わいを見せている「たまたま子育て
まつり」、ぜひ皆様も参加してみてください！

たまたま子育てまつりのご紹介！

男女平等推進学習

未来プラン子育てママの
“私らしい”
～今から始める子育てしながら働く準備～

「家庭」と「仕事」のバランスについて、自分と家族を大
切にできる自分に合ったライフスタイルを見つけていき
ます。パパ・ママのワークライフバランス、仕事復帰し
た先輩ママの体験談、忙しい合間にできる簡単ストレッ
チ　他

開 催 日　10月23日（火）、11月3日（土）、11月10日（土）、
� 11月13日（火）、11月20日（火）全5回
時　　間　主に10時〜12時　会　　場　多摩市民館
対　　象　関心のある方　�　　定　　員　20名【先着順】
受 講 料　無料
保　　育　�1歳半〜未就学児　15名【要予約】安全対策費とし

て900円
� �1歳半未満のお子様につきましては同室内のキッズ

スペースをご利用いただけます。
申込み開始日時　9月19日（水）10時から
申込方法　来館または電話、FAX、多摩市民館HP
申込・問合せ先　多摩市民館
その他　�詳細はチラシや多摩市民館ホームページをご覧ください。
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第１・２学習室 	 牛乳パック工作と手形アート	‥‥ 特定非営利活動法人ままとんきっず

	 ボーイスカウトの必殺技	‥‥日本ボーイスカウト神奈川連盟川崎第 46団

児　童　室 	 作って遊ぼう!!	‥‥多摩区こども文化センター７館合同

和　　　室 	 絵本の世界へご一緒に出かけてみませんか？	
	 ‥‥シニア読み聞かせボランティア　りぷりんと・かわさき

料　理　室 	 多文化カフェ　世界のひろば	‥‥多文化交流グループ　世界のひろば

実　習　室 	 おもちゃ修理	‥‥柿生おもちゃ病院
 ※修理できないものもあります。詳しくは８月下旬配布のチラシをご覧ください。

実　習　室 	 キットパスで遊ぼう！手型アート	‥‥ゆうずうむげ with ティーチャーズ

第１会議室 	 絵本の読み聞かせ、人形劇・パネルシアターなど	
	 ‥‥ 菅小図書ボラ“ゆかいな仲間達”

第１会議室 	 休憩スペース
第２会議室 	 授乳スペース
第３会議室 	 子ども人権とアニメ上映	‥‥ 川崎人権擁護委員協議会

第４会議室 	 親子体操体験会（保護者同伴）	‥‥ 川崎ＹＭＣＡ

第５会議室 	 防犯教室	‥‥ SIV（専修大学生田ボランティア）

第 6会議室 	 親と子でみよう・つくろう・豊かな文化！	
	 ‥‥ かわさきおやこ劇場

大会議室 	 作って遊んで大満足 !楽しいよ !! おやじのお店
	 「お父さんと子どものたまりバー 2018」‥‥ 川崎おやじ連

大会議室 	 子育て応援抽選会‥‥ 多摩区商店街連合会

大会議室 	 みんなで楽しく外遊び‥‥ 多摩区こどもの外遊び交流委員会

視聴覚室 	 親子コンサート＆ママが主役のワークショップ‥‥ ママザイルたま

体 育 室 	 ママとあそぼう・パパもね !!‥‥多摩区公私立認可保育園 

4F

3F

5F

フ ロ ア 案 内

第16回 たた 子まま
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大ホール 	 ロネとジージ　ゆかいなクラウン・ショー
	 クラウン劇団 OPEN SESAME（13：00 開場　13：30 開演）

ホワイエ（大ホール前ロビー）

子育て情報ひろば	～子育てに関する情報を発見しよう！～
◦多摩区公園情報	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥たまたま子育てネットワーク

◦多摩区民生委員児童委員協議会活動紹介パネル展示	‥‥多摩区民生委員児童委員協議会

◦こつぶっこ等　活動紹介	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥多摩保育グループ

◦子育てひろば等　活 動紹介	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥子育てを考える会　グレープ

◦マイナンバーカード交付促進キャンペーン	‥‥‥‥‥‥多摩区役所区民課

◦子どもと家庭のための専門相談・情報掲示	‥‥‥‥‥川崎市児童家庭支援センター連絡会

◦遊園跡地の現状のパネル展示、チラシ配布等	‥‥‥‥向ケ丘遊園の緑を守り・市民いこいの場を求める会

◦おっぱおや授乳の悩みはこれで解決！	‥‥‥‥‥‥‥‥かわさき助産師ネットワーク　ＳＵＮ２

◦天まで届け、かわさき色輪っかつなぎ	‥‥‥‥‥‥‥‥かわさき色輪っかつなぎ実行委員会

市民館事務室 	 迷子センター	

アトリウム

オープニングセレモニー＆
うきうきわくわくエンターテイメントショー

　 ◦キッズダンス‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ animo

　 ◦チアダンス‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 川崎 YMCA HAPPY ★ CLOVER

　 ◦手話歌の披露と手話紹介‥‥‥ 手話サークル　あやとり

　 ◦わくわくコンサート‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ アンサンブルでまちづくり2016

風船、ヨーヨー、くじ引き等のおまつり屋台‥ 多摩区民生委員児童委員協議会

ポップコーン、かき氷・焼きそばの模擬店‥‥ 登戸子ども会連合会

子ども用品のバザー・地元食材の販売‥‥‥‥‥‥ 川崎多摩ライオンズクラブ

イメージキャラクター
まーるちゃん

ベビーカー置き場 館内の通路確保のため、ベビーカーで来場される方は１階アトリウム
にてお預けください。（会場へはベビーカーでは上がれません）

屋外

1F

フ ロ ア 案 内

出
演
予
定

て つま育 り

2F
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健康づくり推進事業

開催期間　9月16日（日）
時　　間　10時〜15時
会　　場　多摩区役所1階　保健福祉センター・アトリウム
問合せ先　多摩区役所　地域みまもり支援センター　
� 健康フェスタ担当
� 044-935-3285

みんな健康！元気な多摩区

主催：健康フェスタ実行委員会

血管年齢・脳年齢などの健康測定や相談、脳トレ、健康体操などの体験ができます。
スタンプラリーもあり、子どもから大人まで楽しめるイベントです。
先着200名様には、素敵なプレゼントもございます。ぜひ、御参加ください。

会　場 催事名 団体名 内　容

保健福祉
センター
１階

講堂 親子で楽しい体操 川崎市体操協会（健康運動指導士） 体操

講堂 頭と体を使う認知症予防体操　
コグニサイズ 川崎ＹＭＣＡ 体操

栄養室 食育体験　～食で人をつなげよう～ 多摩区食生活改善推進員連絡協議会 試食・展示

第２・３相談
室他 健康チェックコーナー 多摩区薬剤師会 測定

受付付近 脳トレーニングコーナー 川崎市認知症ネットワーク・多摩 測定

歯科相談室 歯科健診・相談・フッ化物洗口体験 多摩区歯科医師会 健診・相談

医療相談室 『絵本』でほっと一息いれませんか シニア読み聞かせボランティア　
りぷりんと・かわさき

絵本の読み
聞かせ

アトリウム 多摩区いきいき体操 多摩区いきいき体操運営委員会 体操

※このほかにも専門家による相談窓口など、子育て中のパパやママ、子どもも楽しめる催しを用意しています。

多摩区健康フェスタ2018
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誰もが尊重される平和な社会を実現できるの
か？みんなで一緒に学びましょう。

多摩区内で活動する、学習サークル・
グループの学習発表や市民の皆様に活
動紹介をするお祭りに参加しませんか。
ギャラリーでの展示については個人での
参加になります。
詳しくは9月1日から市民館で配布の
案内をご覧ください。	

宮沢賢治の名著「よだかの星」を声や身体を使って表現
し、演じます。作り上げた物語を12月9日（日）の「ち
っちゃい演劇フェスティバル」で発表します。

平和人権学習

課題別連携事業

表現・舞台活動支援事業

開催期間　平成30年11月〜平成31年2月の土曜日　全8回予定
時　　間　13時30分〜15時30分　
会　　場　多摩市民館　4階　第1会議室　他
対　　象　関心のある方
定　　員　30名【先着順】
受 講 料　無料
申込み開始日時　9月25日（火）10時から
申込方法　来館、電話またはFAX
問合せ・申込先　多摩市民館
その他　詳細はチラシや区のホームページをご覧ください。

ハラハラするご時世

暮らしの中で
かんがえる

企画運営：たま学びのフェア実行委員会

企画運営：表現・舞台活動支援事業実行委員会
協力：ＮＰＯ法人演劇百貨店

開催日フェア：平成31年3月9日（土）・3月10日（日）
ギャラリー：平成31年3月8日（金）〜13日（水）
時　　間　10時〜16時� 　
会　　場　多摩市民館
対　　象　多摩区内で活動している自主学習グループ、個人（ギャラリー展示）
参 加 費　サークル連絡会加入団体：1,500円
� 非加入団体：2,500円
� 個人：500円
締 切 日　フェア：平成30年10月1日（月）
� ギャラリー：平成31年1月18日（金）
申込方法　9月1日（土）から、市民館事務室で配布の申込書により申込み
申込・問合せ先　多摩市民館

講　　師　平出　圭（朗読の会　りんどう　代表）
開 催 日　�11月11日（日）、18日（日）、24日（土）、12

月１日（土）　全４回
時　　間　１３時３０分〜16時
会　　場　多摩市民館　第１会議室　ほか
対　　象　小学生以上の関心のある方
定　　員　20名【先着】
参 加 費　無料
申込み開始日時　10月16日（火）10時から
申込方法　来館または電話、ＦＡＸ�
申込・問合せ先　多摩市民館

参加団体・個人
（ギャラリーのみ）募集

名著「よだかの星」を表現しよう

たま学びの
フェア2019
たま学びの
フェア2019

　実行委員会
　　　開催日　第1回　平成30年10月14日（日）

　　　　　第2回　平成30年11月25日（日）
　　　　　第3回　平成31年 1 月13日（日）
　　　　　第4回　平成31年 2 月10日（日）

　　　時　間　14時〜16時
　　　場　所　多摩市民館　第1会議室

　※参加される団体は、必ず実行委員会にご出席ください。

朗読ワークショップ
脳活、特殊詐欺対策、多摩区内散策、美化活動など、	
いろいろ学んで体験します。
開 催 日　11月16日（金）〜12月21日（金）全5回
� （11月23日祝日を除く）
時　　間　14時〜16時
会　　場　生田出張所（仮庁舎）［多摩区栗谷3丁目31番10号］
対　　象　おおむね50歳以上の関心のある方
定　　員　25名【先着】
受 講 料　無料（ただし、安全対策費他150円実費負担）
申込み開始日時　11月2日（金）午前10時から
申込方法　来館または電話、FAX、多摩市民館HP
申込み必要事項　住所、電話番号（必須）、メールアドレス（任意）
申込・問合せ先　多摩市民館
※�この講座は、一般公募の多摩区民からなる企画運営委員のみなさんと市
民館が協働して内容を考え決めています。講座の詳細については、多摩
市民館だより11月号及びチラシ（9月中旬館内配架予定）、多摩市民館
ホームぺージ（9月中旬掲載予定）でお知らせします。

シニアの社会参加支援事業（入門コースⅠ）

話しましょう！ とことん延ばそう！
健康寿命
受講者募集 笑いましょう！

歩きましょう！



8 多摩市民館だより 特集号

休　館　日 毎月、第3月曜日が休館日です（施設点検日）。
祝日・国民の休日に当たる場合は開館し、
直後の平日を休館します。

9月18日（火）、10月15日（月）9月から10月
までの休館日

開館日・時間

問 合 せ 先

子どもの悩みも問題も多様化している現代、不登校・貧困
と教育の連鎖・LGBTなど、さまざまなことがあります。
保護者として、また地域の大人として子どもたちを支え育
むために問題の背景と現状を学び、悩みの根を知り、具体
的に子どもたちの心に寄り添う言葉やタイミングを学びます。
そして、グループワークを通して一緒に語り合い、それぞれ
の気づきがあれば幸いです。

バレエの動きを取り入れた簡単な体操

開 催 日　11月18日（日）
時　　間　9時30分〜12時30分（受付開始9時）
会　　場　多摩市民館　3階　大会議室
対　　象　関心のある方
定　　員　60名【先着順】
参 加 費　無料
申込み開始日時　9月1日（土）10時から�
申込方法　来館または電話、FAX
申込・問合せ先　多摩市民館

開 催 日　10月28日（日）
時　　間　13時30分〜
会　　場　多摩市民館　2階　大ホール
対　　象　関心のある方
申込方法　申込み不要。当日直接会場にお越しください。
� ＊�その他、古民謡の披露や俳句作品の表彰式、唄や踊りの

発表、ギャラリー展示等詳細はプログラムをご覧ください。
問合せ先　多摩市民館内　多摩区文化協会

講　　師　①中澤ユリサ　②伊藤かほり
開 催 日　①10月29日（月）　②11月5日（月）
時　　間　10時〜11時30分
会　　場　多摩市民館　3階　体育室
対　　象　関心のある方
定　　員　各40名【先着順】定員になり次第締め切ります
参 加 費　無料
申込方法　申込み不要。当日直接会場にお越しください。
　　　　　30分前よりウォーミングアップが出来ます。
問合せ先　多摩市民館内　多摩区文化協会

いろいろあるある・・・

わかってあげよう子どもの気持ち

健康バレエ・初冬

主催：多摩区地域教育会議・教育を語るつどい実行委員会

主催：多摩区文化協会　（共催：川崎市・川崎市教育委員会） 主催：多摩区文化協会

多摩区地域教育会議
教育を語るつどい

多摩市民館では、随時市民のみなさんからの学習相談を受
け、サークルや行事、学級講座の紹介を行っています。多
摩市民館を利用してサークル活動をしている市民団体のみ
なさんで、活動の紹介を希望される方は、右記を参考に、
お申し込みください。

多摩市民館を利用してサークル活動をしているみなさんへ 対　　象　自分たちのサークル活動の紹介を希望する団体
申込方法　�市民館チラシ棚内または市民館ホームページに掲

載しているサークル・団体紹介カードに必要事項
をご記入の上、市民館窓口（学習相談事業担当者
あて）にご提出ください。

問合せ先　多摩市民館（9時〜17時）
ご紹介しているのは、多摩市民館を利用して、会員が自主的・
主体的に運営・活動している団体です。運営内容等によっては、
団体情報を登録（紹介）できない場合がありますので、ご了
承ください。

多摩区文化祭・記念舞台

「彩り春秋」
文化協会50周年を間近に控えた芸能部会の総力を上げた
記念舞台。芸術の秋、文化の秋をお楽しみください。

サークル・団体活動紹介のお誘い


