
      知っていますか？教育文化会館・市民館・分館のこと 

なぜ、“市民館”って言うの？

市民館では、何ができるの？

どうやって参加するの？

※印 保育つき 

★ 主催事業は市政だより、多摩市民館だより、ホームページ、チラシなどでも、ご紹介

しています。また、市民の皆様からの生涯学習相談や、視聴覚機材の無料貸し出し（要

登録）も行っています。詳しくは、お問い合わせください。 

川崎市多摩市民館 社会教育振興係 
 〒214-8570 川崎市多摩区登戸1775-1 多摩区総

TEL:044-935-3333/FAX:044-935-3398

http://www.city.kawasaki.jp/tama/category/98-11-1-0-0-0-0-0-0-0.html 

№ 事業名 実施日・実施内容など 

１

識字学習活動 

識字学級（午前クラス）※ 

毎週水曜 10:00～12:00 生活に必要な
日本語等を学びます。 

識字学習活動 

識字学級（夜間クラス） 

毎週金曜 19:00～20:30 生活に必要な
日本語等を学びます。 

２ 識字ボランティア・入門研修 
識字ボランティアを始めたい方のために、入
門研修を行います。

３
障がい者社会参加活動 

「障がい者青年教室」 

主に知的障がいのある青年を対象に、社会参
加と地域との交流を深めるための事業です。
（通年実施） 

４ 平和・人権学習 
今年は、「多様性社会」をテーマに、企画委員
を募集し、企画、開催します。11月～ 

５ 男女平等推進学習 ※ 
企画委員を募集して、男女平等に関する学習
を企画、開催します。1月頃～予定。 

６
家庭・地域教育学級  

「赤ちゃんを迎えるための準備講座」

出産やその先の子育てについて考えていきま
す。１０月～1２月。 

７
～
８

家庭教育推進事業 
ＰＴＡ等家庭教育学級への講師派遣や子育て

支援啓発事業を実施します。

９

市民自主学級 

① 「たま親子学級」（たまKIDS）※ 

② 「不登校をなくし隊」※ 

（なごみたいむ）

市民（グループ・個人）から提案された学級

を市民館との協働により実施します。 

① ９月～１２月 

② ９月～１１月 

10

市民自主企画事業 

① たま・くらす（ママザイル） 

② 川崎・多摩を知る講座 

（NPO 法人 川崎・フューチャー・

ネットワーク） 

市民（グループ・個人）から提案された事業

を市民館との協働により実施します。 

① ９月～１２月 
② ９月～１０月 

11
市民エンパワーメント研修 

「たまの学び応援隊」 

若者がまちの活性化について考えるきっかけ
とするとともに、若者の学習機会の支援とす
る。 

12 ＰＴＡ活動研修 
４月～６月にかけ、ＰＴＡ活動の活性化を図
るための研修を実施します。 

13 生涯学習交流集会 
３月に、日頃の学習成果を発表し、交流する

生涯学習のつどいを開催予定です。 

14

表現・舞台活動支援事業 

「表現ワークショップ」、「ちっちゃい

演劇フェスティバル」 

11 月から表現ワークショップとしてダンス

のワークショップを、12 月には「ちっちゃ

い演劇フェスティバルVol.９」を開催。 

15 学習情報提供・学習相談事業 生涯学習に関する情報提供をしています。 

16

課題別連携事業 

「第 1７回多摩ふれあいまつり」 

「第 1５回たまたま子育てまつり」 

「多摩区こども探究クラブ」 

「 た ま 学 び の フ ェ ア 2018 」

など 

多摩ふれあいまつり：６/1８に、障がい者と
ボランティア団体の活動紹介と交流イベント
を開催。 
たまたま子育てまつり：９/1７に、子育て情
報の提供と子育て応援イベントを開催。 
多摩区こども探究クラブ：6/１１～12/1７
明治大学との連携事業 
たま学びのフェア２01８、3/１０・１１ 

18
シニアの社会参加支援事業 

（入門コース・活動コース） 

シニア世代の地域活動への参加のきっかけ作

りと実践支援の講座（生田出張所でも開催）

19

子育て支援啓発事業 

「子育てひろば」 

「外国人の子育てひろば」 

0 歳～未就園児とその保護者を対象としたフ

リースペース（8月を除く毎月） 

20
地域の寺子屋コーディネーター養成

講座 

地域の教育活動のコーディネート等について

学ぶ講座。１０月～。 

 教育文化会館・市民館・分館は、川崎市教育委員会所

管の社会教育施設です。市民のみなさんが「つどい」・「ま

なび」・「たのしみ」・「つながる」ために、さまざまなテ

ーマ・内容の催しや学級などの事業を無料で行ったり、

会議室・学習室や大ホール・ギャラリーなどの貸し館を

行っています。また、市民のみなさんの学習相談に応じ

たり、視聴覚機材などの無料貸し出しも行っています。

「公民館」は地域の中の身近な場所にありますが、川

崎市では各区に１館という広い地域で大ホールを備えた

都市型施設として市民館が、また区内でも遠隔地や地域

に密着した施設として市民館分館があります。市民に親

しみを持ってもらいながら市民自治をめざすために、多

摩区の公民館の改築（昭和４７年）にあわせて、すべて

の「公民館」を「市民館」という名称にしました。 

さまざまな学級・講座に参加して学習することができ

るだけでなく、学習を通して、仲間づくりをすることも

できます。また、こんな学級や事業があったらいいなと

思ったら、その企画を提案し、あなたの思いをかたちに

することもできますよ！（市民自主学級・市民自主企画

事業）

教文・市民館の学級・講座などの事業は、市政だより

や教文・市民館だより、ホームページ、地域のタウン紙

などによって広報しています。市民館・図書館・区役所

などで配布しています。ときどきチェックしてみてくだ

さいね。 

2017(平成 29)年度 

あなたも市民館に来てみません

か？私たちは市民のみなさんにとっ

て身近な施設、身近な存在でありた

いと思っています。「何か始めたいな

ぁ」「こんな企画してみたい」「ボラ

ンティアしてみたいけど、できるこ

とあるかな？」…そんなときはぜひ、

お気軽にお立ち寄りください。 

いつでもお待ちしています。 

川崎市教育委員会 



２ 識字ボランティア研修 

これから識字学習のボランテ

ィアになろうとする人や現在活

動している人に向けた研修です。

１ 識字学級 

外国人市民や帰国した人が

生活に必要な日本語を学びま

す。また、交流を通して互いの

文化の理解を深めます。 
３ 障がい者社会参加活動 

主に知的障がいのある青年

が体験活動を通して地域の人

たちと交流します。 

５ 男女平等推進学習 

性別の違いにとらわれず、

多様な個性を生かせる社会を

めざして学びます。 

４ 平和・人権学習 

平和や人権の尊重について

学び、共生の地域社会をめざし

ます。 

６ 家庭・地域教育学級 

子育てに関する課題を、

家庭や地域から考えます。 

７ 市民館保育活動 

保育つきの学級・講座を実

施することで、小さい子を持

つ親の学習を支援します。 

８ ＰＴＡ家庭教育学級講師派遣 

市内の小学校ＰＴＡで実施する家

庭教育に関する学級に講師を派遣し

ます。 

１０ 市民自主学級 

市民からの提案をもとに、地域や社会の課題解決に向

けた継続的な学習の場を市民と職員がつくります。 

１１ 市民自主企画事業 

市民からの提案をもとに、地

域や社会の課題解決に向けて、

様々な形態の学びの場を市民

と職員がつくります。 

１３ ＰＴＡ活動研修 

子どもの健やかな成長を支える

ＰＴＡ活動の研修です。 

１２ 市民エンパワーメント研修

生活や地域の ｂｎ課題解決に

向けた、ボランティア活動や市民活

動に必要なことを学びます。 

１４ 生涯学習交流集会 

市民と職員が地域の生涯学習・社

会教育について語り合うつどいで

１５ 表現・舞台活動支援事業 

ホール舞台を利用し、市民の主

体的で自由な表現活動を支援しま

す。 

１６ 学習情報提供・学習相談事業

様々な学習情報や市民活動情報

を収集・提供し、市民の学習と活動

を支援します。 

広報・刊行活動事業 

広報紙「市民館だより」を作成して、事業のお知らせ

などを行っています。市民館だよりは、町内会・自治会

へ回覧をお願いしています。また、館オリジナルのホー

ムページの作成・運営を行っています。 

１ 社会参加・共生推進学習事業

３ 市民学習・市民活動活性化事業

５ 教育文化会館・市民館基盤整備事業

４ 市民・行政協働・ネットワーク事業 

行政区・中学校区地域教育会議

推進事業 

地域教育会議の学校・家庭・

地域のネットワークづくり活動

を支援しています。 

１７ 課題別連携事業 

様々な機関と連携をして、子育てや福祉、環境など

のテーマで催しなどを行います。 

地域学習・文化団体連携推進事業 

市民館を活動拠点にしているサー

クル連絡会、区文化協会、ＰＴＡ等

の団体のみなさんと連携した事業を

行います。 

２ 市民自治基礎学習事業

９ 子育て支援啓発事業 

子育てに関する地域情報誌を作成した

り、さまざまな事業を実施します。 

市民館保育活動 

 市民自主企画事業 

「アンサンブルでまちづくり

2015」 

 市民自主学級「多摩区の 

歴史と今！Ｐａｒｔ２」  表現・舞台活動支援事業 

「表現ワークショップ・クラウン」 

生涯学習交流 

集会「たま学 

びのフェア」 

 識字学級 

課題別連携事業 

「たまたま子育てまつり」 

市民エンパワーメント研修 

「若者がまちをプロデュース！」 

 家庭・地域教育学級 

「集まれ！だだっ子２歳児」 

 市民自主学級 

「親子でスポット探検隊 

～たまには多摩のまち歩き～」 

 障がい者社会参加活動 

「青年教室」 

６ 現代的課題対応事業

１８ シニアの社会参加支援事業 

団塊の世代等を対象に、地域活動

参加へのきっかけとなるような事業

を実施します。 

 男女平等推進学習「男らしさ 

女らしさってなあに」 

シニアの社会参加支援事業（入門コース） 

「地域があなたを待っている！多摩区デビ

ュー交流会」 

生涯学習 

相談会 


