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Ⅴ 市民・行政協働・ネットワー
ク学習事業の概要

Ⅴ　市民・行政協働・ネットワーク学習事業の概要
　地域とそこで暮らす市民、学校、区役所や市民館などが連携し、協力して学習活動を発展させている。また、
広く学習にかかわる情報や人などのネットワークづくりを進め、生涯学習活動やボランティア活動、市民活動を積極
的に支援している。

１　行政区地域教育会議　
　行政区において、学校・家庭・地域の連携により、区内の子育てや生涯学習のネットワークづくりと、教育への
市民参加活動を推進し、教育力の向上をめざして活動した。

２　課題別連携事業　

（１）他局との連携事業
　子育てや福祉、多文化共生など、さまざまな地域課題を市民と共に考えていく事業を関係機関と協働で取
り組んでいる。特に近年、関係機関にとどまらず市民とも協働で実施されることが多くなってきている。

（２）広場・交流事業
　乳幼児を持つ親が自由に交流でき情報交換の出来る「子育て広場」事業を実施した。

（３）その他

３　地域学習・文化団体連携推進事業　
　社会教育関係団体・グループ・サークル（以下「団体」という）には、教育文化会館や市民館での学習を契機と
して発足したもの、地域の有志が集まって組織したもの、あるいはさまざまな団体が連携しているものなどがあり、
多様なあり方の自主的で広範囲な活動を展開している｡
　教育文化会館・市民館が行っている団体への教育支援策として、①求めに応じての助言、②団体相互の連絡 ･
調整、③団体との共催事業の推進などがある。

（１）文化協会　
　各区の文化協会には多くの団体･個人が加盟し、文化祭などを中心に特色ある活動を展開し、区民に開
かれた文化を創造する団体として区民の理解を得ている。今後さらに、伝統文化の継承などにも目配りしつ
つ、幅広い領域での個人・団体をまき込みながら、新たな地域文化の創造に向けた活動が期待されている。

（２）PTA協議会　
　2001（平成 13）年に施行された「川崎市子どもの権利に関する条例」を実生活の中に生かしていくためにも、
区内の学校･地域･家庭を結んで活動する区 PTA協議会の役割は、時代の要請を受けてますます重要視
されている。PTA活動は地域の教育力の中核として、さまざまな団体と連携を図りながら子どもの成長や
安心できる環境づくりに努め、学校 PTAから地域 PTAとしての役割が大切となっている。
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（３）研究会・自主学習グループ、社会教育関係ボランティアグループ　
　生涯学習を推進するにあたり、市民の自主的な学習組織である、市民館等の主催事業等から派生した研究
会、地域の中から生まれてきた自主学習グループの活動は大きな役割を果たしている。そうした活動を支援す
るために登録したグループ等を対象に発足から3ヵ年度、会場使用料を減免するなどの育成策を行っている。
　また、社会教育関係ボランティアグループは、事業パートナーとして、その存在感をますます高めている。

（４）サークル連絡会
　市民館等を利用する研究会・自主学習グループ・市民生涯学習グループなどの連絡組織として各館ともサー
クル連絡会が組織され、情報交換や連携事業・サークル祭などを行っている。

４　行政区生涯学習推進会議　
　生涯学習推進会議は、「川崎市生涯学習推進基本計画」及び「行政区生涯学習推進基本計画」に基づき、行
政区の生涯学習推進に資するため、1994（平成 6）年に発足した。2010（平成 22）年度からは、区役所移管に伴
い区生涯学習支援課の事業として位置づけられている。　

５　地域課題対応事業
　地域課題に対応した区役所費による事業が生涯学習振興の視点で実施されている。地域のネットワーク事業・
音楽のまち推進事業・多文化共生対応事業・子ども子育て関連事業・里山保全推進事業など各区の地域課題を反
映した事業が展開された。
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Ⅴ 1　行政区地域教育会議
名　称 川崎区地域教育会議 議　長 堀切　義昭 委員数 43人（うち住民委員12 人）

事　業　内　容
①総会
　日　時 5月28日（土）18：30 ～ 20：30
　会　場 教育文化会館　第 4･5 会議室
②会議
　役員連絡会（10 回）　総務部会（9回）広報部会（6回）
調査研究部会（20 回）子ども会議担当部会（12 回）

・川崎区内地域教育会議情報交換会
　第 1回
　日　時 6月25日（土）18：30 ～ 20：30
　会　場 教育文化会館　第 1･2 学習室
　内　容 活動報告  活性化予算について  情報交換
　参加者 31人
　第 2回
　日　時 10月29日（土）18：30 ～ 20：30
　会　場 教育文化会館　第 4･5 会議室
　内　容 活動報告　分科会
　参加者 30人　
③川崎区子ども会議
・子ども会議（10 回）
　日　時 年間を通して活動
　会　場 教育文化会館　他
　内　容  川崎区にも冒険遊び場 ･夢パークを ! 活動、

市子ども会議へ参加、いじめ・福祉・募金に
ついて話合い

　参加者　子ども延べ 90人　大人延べ 60人
・2011（第 11回）川崎区子ども会議サマーキャンプ
　日　時 8月13日（土）～15日（月）
　場　所 川崎市八ヶ岳少年自然の家
　内　容  ･全体活動（星の観察、ナイトハイク、キャン

ドルファイヤ、肝試し、森の中の運動会他）・
グループ活動（･遊びの森隊･源流の森隊）･
ツリークライミング

･振返り新聞作成
　参加者 子ども40人　高校生・大学生 7人
  大人 12人
・サマーキャンプ振返りの会
　日　時 8月28日（日）10：00 ～12：00
　場　所 教育文化会館　第 6･7会議室
　内　容  サマーキャンプの振返り
  これからの子ども会議の活動について
　参加者 31人
・拡大子ども会議
　日　時 12月11日（日）9：30 ～12：00
　会　場 教育文化会館　第 1･2･3 会議室
　内　容  子ども会議の活動紹介　分散会Ⅰ川崎区にも

夢パークを ,Ⅱ東日本大震災のこと
　参加者 34 人
④教育を語るつどい
　日　時 1月22日（日）13：00 ～15：00
　会　場 教育文化会館　大会議室
　内　容
　第 1部  活動報告（「家庭と地域の教育力向上」の為

の施設調査について・子ども会議活動紹介）
　第 2部
　 講　演 「子どもたちに手渡したい未来」
　講　師  川崎区地域教育会議子ども担当部会長、臨

港中学校区地域教育会議事務局長
 　宮越　隆夫氏
　参加者 65人　
⑤広報紙
・川崎区地域教育会議だより「らしんばん」の発行
　年 2回　36･37 号
⑥『家庭と地域の教育力向上の為の施設調査』報告書
発行

名　称 幸区地域教育会議 議　長 渡邊　芳安 委員数 64 人（うち住民委員 17 人）
事　業　内　容

①総会
　日　時 6月19日（日）15：00 ～16：30
　会　場　幸市民館　第 1会議室
②会議　
　全体会（5回）、運営委員会（5回）、広報部会（9回）、
子ども会議実行委員会（5回）、教育を語るつどい実行
委員会（6回）、イベント実行委員会（3回）

③子ども会議
　日　時 2月 5日（日）9：30 ～12：00
　会　場 幸市民館　大会議室
　主　題  地域の中で、私たちにできること～やりたい

こと～
　参加者 23人
　内　容  区内 5中学校区の子ども会議で主題について

話し合った内容の発表とグループディスカッ
ション

④広報紙
　幸区地域教育会議だより「てと手とて」（34・35 号）発
行、活動報告書発行
⑤教育を語るつどい
　日　時 12月10日（土）13：30 ～16：00

　会　場 幸市民館　大会議室
　主　題  日本一住みやすい町さいわい～校区の垣根を

越えて、語り合い、つながろう～
　参加者 41人
　内　容  千葉 晋也氏の進行によるワールドカフェ形式

の話し合い
⑥イベント
　日　時  1月 21日（土）10：00 ～11：30
　会　場  幸市民館　中庭
　内　容  餅つき大会
　参加者  200人
⑦参加行事
・  幸市民館市民自主企画事業「多文化フェスタちゃれん
じ・さいわい2011」
　日　時  9月 24日（土）10：00 ～15：00
　会　場  幸市民館　中庭
　内　容  カキ氷、昔遊びコーナー
・  第 7回みんなで子育てフェアさいわい
　日　時  2月 4日（土）10：00 ～15：00
　会　場  幸市民館　中庭
　内　容  バームクーヘン、焼きマシュマロ
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名　称 中原区地域教育会議 議　長 竹井　斎 委員数 48人（うち住民委員14人）
事　業　内　容

①総会
　日　時  4月 27日（水）18：30 ～ 20：00
　会　場  中原市民館
②会議　
　運営委員会（10 回）広報委員会（4回）調査研究委員会（5
回）
　子ども会議企画実行委員会（4回）
　子ども会議子ども実行委員会たんぽぽちゃ（12 回）
　教育を語るつどい企画実行委員会（7回）
　中学校区地域教育会議交流会企画実行委員会（4回）
③第 1回中学校区地域教育会議交流集会
　日　時  8月 2日（木）18：00 ～ 20：30
　会　場  中原市民館
　内　容  事業分科会、広報分科会、事務局分科会に

よる情報交換
　参加者  23人
④第 2回中学校区地域教育会議交流集会
　日　時  10月 6日（木）18：00 ～ 20：30
　会　場  中原市民館
　内　容  事業分科会、広報分科会、事務局分科会に

よる情報交換
　参加者  34 人
⑤第 3回中学校区地域教育会議交流集会
　日　時  3月 22日（木）18：00 ～ 20：30
　会　場  中原市民館
　内　容  事業分科会、広報分科会、事務局分科会に

  よる情報交換
　参加者  19人
⑥中原区子ども会議
　日　時  1月 22日（日）　10：00 ～16：00
　会　場  中原市民館
　テーマ  私たちが自分らしく生きるために
    自由に話そう！学校のこと、地域・家族のこ

と～
　参加者  76人（子ども46人、大人 30人）
　内　容  ・映画鑑賞「やがて・・・春」
   ・分科会での話し合い
   ・全体会
⑦中原区教育を語るつどい
　日　時  2月11日（土）　13：00 ～16：00
　会　場  中原市民館
　テーマ  大切にしていますか　子どものこころ
   ～かかわりあいから学ぶこと～
　参加者  147人
　内　容  ・子ども会議報告
  ・講演会
　講　師  青木　利光
   ・グループディスカッション
⑧なかはら楽習会
　第 14 回　7月6日（水）　18：30 ～ 20：30
　「いじめ」を、どう考えるか？！

名　称 高津区地域教育会議 議　長 金　俊一郎 委員数 48人（うち住民委員10人）
事　業　内　容

①総会
　日　時 6月 9日（木）19：00 ～ 20：30
　会　場 高津市民館　視聴覚室
②会議
　役員会（10 回）、運営委員会（8 回）、全体会（2 回）、
プロジェクト委員会（9回）、教育を語るつどい委員会（9
回）、子ども会議委員会（13 回）、中学生会議委員会（8
回）、広報・情報委員会（3回）
③高津区教育を語るつどい
　日　時 11月 5日（土）13：20 ～16：30
　会　場 高津市民館　大会議室　他
　主　題  子どもの育ちと親の関わり～豊かな心、柔軟

な思考、温かな気持ちを持って
　講　師 川崎幸クリニック・臨床心理士　稲富正治
　内　容 講演会と分散会
　参加者 128 名
④高津区子ども会議
　日　時 12月17日（土）13：00 ～16：30
　会　場 高津市民館　大会議室　他
　主　題 知ろう！創ろう！守ろう！～私たちの町高津～
　　  分科会 3 分科会「学校について」「自然災害

について」「子どもの権利について」
　参加者 46 名
　区長報告会　3月24日（土）10：00 ～11：30
　　　　　   　高津区役所

⑤行政区・区内中学校区議長会
　日　時 1月12日（木）19：00 ～ 20：30
　会　場 高津市民館　第 4会議室
　参加者 15 名
⑥行政区・区内中学校区交流会
　日　時 3月21日（水）17：00 ～18：30
　会　場 高津市民館　第 4会議室
　参加者 15 名
⑦ J.H.S.コミュニケーション in高津
　日　時 8月27日（土）13：30 ～16：00
　会　場 東橘中学校
　参加者 49 名
　日　時 3月10日（土）13：30 ～16：00
　会　場 高津市民館　大会議室　他
　参加者 54 名　　
⑧広報紙発行・ホームページ作成
　地域教育会議広報紙「カルチャーたかつ」
　年 3回発行　49、50、51号
　地域教育会議ホームページに広報紙掲載
⑨麻生区・高津区交流会
　日　時 3月21日（水）18：30 ～ 20：00
　会　場 高津市民館　第 4会議室
　参加者 12 名
⑩共催事業・参加行事
　高津区こども・子育てフェスタ　11月12日（土）
　全市地域教育会議交流会　2月25日（土）
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名　称 宮前区地域教育会議 議　長 持田　正美 委員数 45 人（うち住民委員 17 人）
事　業　内　容

①総会
　日　時 6月16日（木）
　会　場 宮前市民館　第 4会議室
②会議　 役員会（5回）・運営委員会（5）・全体会（3回）・

議長会（3回）
③宮前区子ども国会（こども部会）
　日　時 12月10日（土）、1月29日（日）
　会　場 第 4 会議室
　主　題  「宮前区子ども国会の開催」　宮前区内小・

中学生により議論と発表
　参加者 60 名　
④教育を語るつどい（研究部会）
　日　時 11月14日（月）18：30 ～ 20：30
　会　場 宮前市民館　第 4会議室
　主　題 「地域教育会議の主たる役割と期待すること等」
　講　師 教育長　金井　則夫

　内　容 教育長のお話を聞く会
　参加者 45 名
⑤「中学校区交流会」
･各中学校区の地域活動の発表
　日　時 3月25日（日）
　会　場 区役所大会議室
　参加者 54 名
⑥広報誌（情報・支援部会）
　「コミュニケーション」発行
　年 2回　第 43 号、第 44号
⑦協賛事業
・宮前区健康づくり推進会議　食育推進協議会
・宮前子ども安全安心協議会　地域安全マップ事業
・宮前区こども支援関係者連絡会　連携事業
⑧参加行事　宮前区民会議、宮前区民祭

名　称 多摩区地域教育会議 議　長 米田　信一 委員数 32 人（うち住民委員 9人）
事　業　内　容

①総会
　日　時 6月 6日（月）18：30 ～ 20：00
　会　場 多摩市民館　第 1会議室
②会議
　運営委員会（12 回）、教育を語るつどい実行委員会（6回）
　広報誌編集委員会（2回）、子どもの活動支援委員会（12
回）

　地域教育委員会交流委員会（3回）、全市交流会への
参加（1回）

③多摩区子ども会議
　期　間 6月 6日～3月18日　（全 12 回）
　主　題  「自分たちの住む多摩区を安全で住みよいま

ちにするために」
　内　容  「料理づくりを通して仲良くなろう」、「手づくり

のクリスマス会」「生田緑地の施設見学」、「進
級を祝う会」ほか

　参加者  延べ 63 名
④教育を語るつどい
　日　時  2月11日（土）　13：30 ～16：30
　会　場  川崎市立生田中学校体育館
　内　容  パネルディスカッション
　　  「子どもの上手なほめ方、しかり方 PartⅡ　

～みんなで考えよう　まちがった思いやり～」

　参加者  90人
⑤広報紙
　多摩区地域教育会議広報紙「ちえの輪」発行
　年 3回発行　第 59・60・61号
⑥中学校区・行政区地域教育会議交流会（3回）
　日　時  ア　7月13日（水）　18：30 ～ 20：00
　　  イ　11月10日（木）　18：30 ～ 20：00
　　  ウ　3月21日（水）　18：30 ～ 20：00
　会　場   ア　多摩市民館　第 1会議室　
　　  イ　多摩市民館　第 1会議室
　　  ウ　多摩市民館　実習室
　主　題 ア　 中学校区・行政区の連携及び中学校区

における地域の子育て・教育をめぐる情
況や課題について　ほか

　　 イ　 平成 23 年度の活動状況と情報交換及び
地域教育会議の今、そしてこれから

　　 ウ　 多摩区地域教育会議の取り組み・活動
経過報告、「地域教育会議についてざっ
くばらんに話しあいましょう」

　参加者 ア　22 名
　　 イ　22 名
　　 ウ　21名

名　称 麻生区地域教育会議 議　長 松本　弘 委員数 37 人（うち住民委員 12 人）
事　業　内　容

①総会
　日　時 6月1日（水）
　会　場 麻生市民館　第 1会議室
②会議
　 役員会（3回）、運営委員会（9回）、共同プロジェクト
推進委員会（6回）
③麻生区子ども会議
　11月 5日（土）10：00 ～14：00　黒川野外活動センター
④あさおの寺小屋（教育を語るつどい）
　「有事を前提にした子どもたちが自立して活動できる
（生きていける）ことを目指して支援する」

 9月 28日（水） 麻生市民館　和室
 10月 18日（火） 麻生区役所　第 4会議室
 11月 15日（土） 10：00 ～14：00
  黒川野外活動センター
 12月 6日（火） 麻生市民館　第 3会議室
⑤広報誌
　情報センターグループにより、麻生区地域教育会議だ
より「さんりんしゃ」編集発行年 1回
⑥共催事業・参加事業
　全市交流会
 2月 25日（土） 高津市民館
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Ⅴ２（1）　他局との連携事業
事業名 川崎区子育て支援関係機関連絡会 会　場 川崎区役所

活　動　内　容
川崎区役所保健福祉センター（児童・家庭支援係）を事務局として、保育園・地域子育て支援センター・こども家庭セ
ンター・南部地域療育センター・こども文化センター・こども支援室・ふれあい館・社会福祉協議会・教育文化会館田
島分館・大師分館、教育文化会館が集まり、子育て支援に関わる機関の有機的な連携を目的とし、地域の子育て環
境改善に向けての情報交換や課題の共有など行う。年 4回開催。
　研修会 7月 8日（金）　13：30 ～15：30　「前向き子育てプログラム『トリプルP』研修会」
　講　師 トリプルPジャパン理事　梅野　裕子　
　場　所 川崎区役所 4階　研修資料室
　対　象 子育て支援者
事業名 かわさき区いきいき健康づくり・子育てフェスタ 会　場 教育文化会館

活　動　内　容
子どもからお年寄り、障がいのある人もない人もイベントを通じて、世代を超えて交流をはかることなどを目的に開催
川崎区役所保健福祉センター（地域健康支援係及び児童・家庭支援係）を事務局として、地域作業所・地域活動支援
センター・健康づくり団体・子育てサークル・保育園・地域子育て支援センター・こども文化センター・民生委員児童委
員協議会などが企画・運営
『いきいき健康づくり・子育てフェスタ～大人も子どもも元気に仲良く～』
　日　時 10月28日（金）　10：00 ～14：00
　会　場 教育文化会館
　来場者 596人（大人437人、子ども159人）
　主　催 平成 23 年度かわさき区いきいき健康づくり子育てフェスタ実行委員会
関連イベント『フェスタ月間イベント』
　10月に、実行委員会参加団体・施設にて健康づくりイベント・子育てイベントを計 74 回開催
事業名 川崎区こども総合支援ネットワーク会議ボランティア育成部会 会　場 川崎区役所　他

活　動　内　容
川崎区役所こども支援室（保育所等連携担当）を事務局として、子育て関連機関・団体（社会福祉協議会、主任児童委員、
ボランティアグループ、こども文化センター、教育文化会館、地域子育て支援センター、南部地域療育センター、保健福祉サー
ビス課（児童・家庭支援係））が協力し、ボランティア活動の啓発、育成について検討・協議する。年 4回開催。
川崎区子育てボランティア講座　全 3回
　内　容 子育てについての講演会、実技講座、ボランティア交流会、ボランティア見学・体験
事業名 川崎区市民活動交流フェスティバル 会　場 教育文化会館

活　動　内　容
教育文化会館、川崎区社会福祉協議会、川崎区役所保健福祉センター地域保健福祉課の 3 機関を事務局として、①
川崎区内の市民活動グループ同士の横のつながりをつくること（ネットワークづくり）②多くの人に活動をPRし参加を
呼びかけることを目的にして 11回目を開催。全体会（3回開催）で選出された実行委員により実行委員会（4回開催）
を構成し、企画内容等を検討、実施。
　テ　ー　マ 『来てみて楽しもう！地域の和（輪）』
　日　　時 平成 24（2012）年 2月25日（土）　10：30 ～15：30
　会　　場 川崎市教育文化会館
　来　場　者 約 700人
　参加団体 43 団体（展示・体験 31、発表 9、その他 3）
　主　　催 川崎区市民活動交流フェスティバル実行委員会
事業名 こそだて・ほっと・ぱぁく 会　場 大師分館

活　動　内　容
観音町保育園、藤崎保育園、川崎区役所保健福祉センターと協働して開催している。就学前の子を持つ保護者への
子育て支援や仲間づくりを目的に子育てに関する学習や親子体操などを行っている
時間　10：00 ～11：00　　全 9回　　延べ 637名
① 5 月 11 日「作ろう！おもちゃ」　参加者 49 名
② 6 月 1 日「おはなし　子どもの健康」　参加者 76 名
③ 7 月 6 日「作ろう！七夕かざり」　参加者 80 名
④ 9 月 7 日「おはなし　子どもの歯」　参加者 73 名
⑤ 10 月 5 日「あそぼう！パラバルーン①」　参加者 54 名
⑥ 11 月 2 日「おはなし　子どもの食事」　参加者 55 名
⑦ 12 月 7 日「作ろう！クリスマスかざり」　参加者 90 名
⑧ 1 月 11 日「たのしい　パネルシアター」　参加者 62 名
⑨ 2 月 1 日「親子でリトミック」　参加者 54 名
⑩ 3 月 7 日「あそぼう！パラバルーン②」　参加者 44 名
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事業名 幸区子育て支援関係交流会 会　場 幸区役所
活　動　内　容

幸区内で自主的に活動している子育てグループ、子育て支援グループ（フリースペース、子育てサロン）や保育園、
こども文化センター等関係機関の代表者により地域の子育て支援の連携、拡充を図ることを目的に情報交換お
よび支援のあり方等を検討する。
共催（実施機関）幸区役所こども支援室
① 9 月 8 日（木）　10：00 ～ 12：00　26 団体 37 人
② 1 月 19 日（木）　10：00 ～ 12：00　18 団体 25 人
事業名 第 7回みんなで子育てフェアさいわい 会　場 幸市民館

活　動　内　容
2月 4日（土）10：00 ～15：00
幸区内子育て支援機関･団体による地域交流イベント
　主　催 幸区こども総合支援ネットワーク会議　みんなで子育てフェア部会・川崎市教育委員会
　共　催 幸区家庭教育推進協議会
　対　象 未就学児童とその保護者
　来場者 761人
事業名 なかはら市民活動の集い 会　場 中原市民館

活　動　内　容
中原区役所地域振興課及び中原市民館を事務局として、市民活動の活性化を目指し、区内で活動する市民活動グルー
プ等がそれぞれの活動をPRするとともにお互いの交流を図った。
　テーマ 『ひとつになって”わ”と和』
　日　時 7月17日（日）10：00 ～16：00
　来場者 1,500人
　主　催 中原市民活動の集い実行委員会、中原区役所、中原市民館
事業名 なかはら子ども未来フェスタ 会　場 中原区役所

活　動　内　容
中原区役所子ども支援室を事務局として、区内の子どもに関わる団体や機関が一堂に会し、それぞれの役割や活動の
様子などの情報交換を行なうと共に、乳幼児から親子で楽しめるイベントの実施により交流を深め、地域全体で子ど
も・子育てを支援することを目指した。市民館で活動する市民グループやボランティアグループと連携し、ステージ出演、
展示や出店で参加。
　テーマ ～きて・みて・あそんで　支えあう笑顔の輪～
　日　時 11月26日（土）10：00 ～15：00
　来場者 約 2,700人
　主　催 なかはら子ども未来フェスタ実行委員会
事業名 中原文化講座 会　場 中原市民館

活　動　内　容
中原区文化協会と連携し、地域における文化の振興を目的に初心者向け体験講座を実施した。
①生け花<草月流 >　2月25日（土）13：30 ～15：00
　講　師　草月流師範会 理事　古家 賀苑 参加者11人
②生け花<正流式古流>　3月10日（土）13：30 ～15：30
　講　師　華道教授・川崎市茶華道協会　理事　清水 舟峰軒 参加者10人
③着付け　2月21日（火）、28日（火）　13：00 ～16：00
　講　師　東京衣裳きもの学院 学院長　髙島 厚子 参加者16人
④日本舞踊　3月4日（日）、11日（日）　13：00 ～15：30
　講　師　花柳流師範　花柳 錦右 参加者15人
事業名 スマイル 会　場 高津市民館

活　動　内　容
　主　催 神奈川県立高津養護学校　実施機関  自主グループ「スマイル」
　日　時 5月～ 2月の主に第 1土曜日13：00 ～16：00
　参加者 知的障がいのある人とその保護者 20 組
　内　容 ものづくり、ちぎり絵、ダンス、音楽鑑賞、料理、体操、おと絵がたり　他
事業名 ふれあい子育てサロン・きらり 会　場 高津市民館

活　動　内　容
　主　催 高津区児童委員活動強化推進委員会
　日　時 4月～3月　第 2金曜日　14：00 ～15：30　計 11回
　参加者 延べ 496 組 1,091人
　内　容 仲間づくりを目的とした自由交流のフリースペース
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事業名 高津子育て交流広場 会　場 高津市民館
活　動　内　容

主　催 高津市民館
日　時 5月～ 2月　月1回　金曜日　10：30 ～12：00　計 9 回
参加者 延べ 160人
内　容 保育士による親子あそびや保育相談を交えた交流広場
事業名 あつまれ！ひよこキッズ 会　場 高津市民館

活　動　内　容
　主　催 高津区役所こども支援室
　日　時 5月～ 2月　月1回　火曜日　10：00 ～11：15　計 9 回
　参加者 392人
　内　容 保育士による親子あそびや保育相談を交えた交流広場
事業名 チャレンジボランティア 会　場 養護学校

活　動　内　容
主　催 高津区社会福祉協議会
日　時 8月17日（水）9：15 ～16：00
参加者 31人
内　容 小中学生の災害ボランティア体験
事業名 高津区健康づくりのつどい 会　場 高津市民館

活　動　内　容
主　催 元気な高津をつくる会、高津区役所
日　時 2月26日（日）11：00 ～15：00
参加者 392人
内　容 活動紹介、相談コーナー、健康づくり講演会
事業名 親子で楽しむコンサート 会　場 高津市民館　

活　動　内　容
主　催 高津区役所こども支援室
日　時 12月 9日（金）9：00 ～12：00
参加者 25 組
内　容 出演者に鶴田　純　氏（クラール）を迎え、親子で楽しむコンサートを実施
事業名 地域子育て支援事業あつまれキッズ 会　場 橘分館

活　動　内　容
橘地区に住む同じ年齢の親子が一緒に子育てができるように、遊び、出会い、情報、相談の場づくり
　主　催  高津区内公立保育園、高津区役所こども支援室（保育所等連携担当）運　営 市民・こども局こども本

部地域子育て支援センターちとせ
　協　力  民生委員・児童委員、主任児童委員（橘第二地区民生委員・児童委員協議会、橘第三地区民生委員・

児童委員協議会）
（1）あつまれ1キッズ
　日　　時  5月11日～ 2月7日、主に火曜、10：00 ～11：15、全 9 回
　内　　容  なかよしタイム、誕生会、ふれあい遊び、体操など
　参加者数  2009 年 4月2日～ 2010 年 4月1日生まれの子どもと保護者 50 組
　延べ人数  130 組 264 人
（2）あつまれ 2・3キッズ
　日　　時  5月19日～ 2月16日、主に木曜、10：00 ～11：15、全 9 回
　内　　容  なかよしタイム、誕生会、ふれあい遊び、体操など
　参加者数  2008 年 4月2日～ 2009 年 4月1日生まれの子どもと保護者 30 組、2007年 4月2日～ 2008 年 4月1

日生まれの子どもと保護者 20 組
　延べ人数  157 組 321人
（3）あつまれキッズ反省会
　日　　時  2012 年 2月16日（木）午前 11時 50 分～午後 1時
　参加者数  13人（民生委員・児童委員5人、公立保育園 6人、地域子育て支援センターちとせ1人、プラザ橘 1人）
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事業名 保健事業ふたごの育児交流会さくらんぼ 会　場 橘分館
活　動　内　容

ふたごの子育てについての情報交換や交流、親子遊びなど。ふたごの子育ての先輩も参加。
　主　　催 高津区役所保健福祉センター保健福祉サービス課（児童家庭支援担当）
　協　　力 ボランティア
　日　　時 2011年 5月 6日（金）、9月1日（木）、2012 年 2月2日（木）、10：00 ～11：30、全 3回
　内　　容 なかよしタイム、手遊び、絵本の読み聞かせなど
　参加者数 5月 6日2 組 6人、9月1日3 組 9人、2012 年 2月2日1 組 3人
　延べ人数 6 組 18人
事業名 保健事業ちびっこ健康教室 会　場 橘分館

活　動　内　容
　主　　催 高津区役所保健福祉センター保健福祉サービス課（児童家庭支援担当）
　日　　時 2011年 7月25日（月）、2012 年 2月27日（月）、10：00 ～11：30、全 2回
　内　　容 親子体操、手遊び、グループでお話
　対　　象 4ヶ月～10ヶ月の第 1子と親
　参加者数 7月25日 6 組 12人、2月27日12 組 24 人
　延べ人数 18 組 36人
事業名 夏休み子ども映画会 会　場 橘分館

活　動　内　容
　主　催 橘地区青少年指導員会、「社会を明るくする運動」橘地区推進委員会
　後　援 高津区子ども会連合会橘地区
　事務局 高津区役所橘出張所（区民第 1係）
　日　時 8月1日（月）16：00 ～17：30
　参加者 子ども92人、大人 34人、主催者10人（青少年指導員 9人、橘出張所1人）計136人
　内　容  忍たま乱太郎シリーズ、ともだちや、魔法使いマリーベル、スーパーマリオの消防隊、みんなでつくった虹

のつり橋
事業名 庁内子ども・子育て支援推進会議 会　場 高津区役所

活　動　内　容
主　催 高津区役所こども支援室（地域こども支援担当）
日　時 6月8日（水）14：00 ～15：30、9月21日（水）15：00 ～17：00、3月7日（水）15：30 ～17：00、全 3回
内　容 高津区子ども総合支援基本方針実行計画、こども掲示版、各部署の子ども・子育て支援事業の情報交換
参加者 24 人（高津区役所関係部署15人、こども支援室 9人）
事業名 宮前区子育て支援関係者連絡会 会　場 宮前市民館・宮前区役所

活　動　内　容
宮前区こども支援室を事務局として関係団体（子育ての当事者グループ、子育てに関するボランティアグループ、民生
委員児童委員協議会主任児童委員部会、社会福祉協議会、地域子育て支援センター、こども文化センター、保育園、
保健福祉センター、中央児童相談所、こども支援室、市民館、その他地域の関係団体）で結成
①連絡会（隔月）
②子育てかわら版年 2回発行
③うぇるかむキャンペーン（転入世帯に子育て情報を提供）
④うぇるかむクラス（転入者のための仲間づくり）
　　　・6月10日（木）　宮前市民館　参加者 45 組
　　　・6月17日（木）　向丘出張所　参加者19 組
⑤子育てグループ交流会（子育てグループ間の情報交換と区内活動支援の情報提供）
⑥子育てサロン・赤ちゃん広場等の活動案内の配布（子育て支援機関への情報提供）
事業名 夏休み親子食育講座 会　場 北部市場

活　動　内　容
北部市場の見学と親子料理教室
　日　程　7月26・28日
　対　象　小学校 3～ 6 年生と保護者
　参加者　26日　21人　28日　21人
　共　催　北部市場
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事業名 菅生地区子育て支援関係機関連絡会 会　場 菅生分館
活　動　内　容

南菅生保育園、子育て支援センターすがお、蔵敷こども文化センター、菅生分館の情報交換と子育て関連事業紹介
　日　時 9月 6日（火）
事業名 多摩区子育て支援会議 会　場 多摩市民館

活　動　内　容
多摩区内で子育て支援に関わっている市民グループ･NPO法人･行政機関･団体が集まり、お互いの事業や活動につ
いての情報交換を行いながら、子育て中の親子を取り巻く状況と課題を共通認識することで、各機関･団体のネットワー
ク化を図り、新たな課題にどう対応できるのか、連携の可能性を探る目的で年 4回の会議を開催している
メンバー： 子育てを考える会「グレープ」、多摩保育グループ、NPO法人ままとんきっず、NPO法人ぐらす･かわさき、

たまたま子育てネットワーク、多摩区社会福祉協議会、こども文化センター、多摩区主任児童委員、多摩区
地域教育会議、チャイルドケアサポートぶどうの実、西部地域療育センター、北部地域療育センター、地域
子育て支援センター、公私立保育園、私立幼稚園、公立小学校、県立麻生養護学校、保健福祉サービス課、
こども支援室、地域振興課、図書館、市民館（計 25 団体）

実施日： 年 4回　9：30 ～11：30　（5月19日、8月4日、11月10日、2月9日）
事業名 多摩ロケットクラブ 会　場 多摩市民館　体育室

活　動　内　容
発達の気になる子どもとその親を対象にした保育サロン（月2回程度×3ヶ月、全 6回）を3コース実施
　日　時：第 2･第 4火曜日　10：00 ～12：00
　参加者：親子19 組、ボランティア延べ 96人
　主　催：北部地域療育センター、多摩区社会福祉協議会、川崎市教育委員会
事業名 麻生区外国人等こども支援事業 会　場 麻生市民館

活　動　内　容
麻生区役所地域振興課の外国人市民地域参加推進事業「外国人等こども学習支援」への協力
※あさお多文化サポートネットひまわり定例会　毎月第 3 木曜日午後
事業名 マタニティークリスマスコンサート 会　場 麻生市民館　大会議室

活　動　内　容
大学連携事業の一環として実施されており、昭和音楽大学の卒業生を中心とする演奏者によるコンサートや麻生図書
館の絵本紹介を通じて、妊娠中からの子育て支援を目的とする
　日　　時 12月15日（木）　10：00 ～11：45
　内　　容  （1）昭和音楽大学の卒業生を中心とする演奏者によるコンサート
  （2）麻生区保健福祉センターの助産師の話
  （3）麻生図書館による絵本紹介及び読み聞かせ
　対　　象 麻生区在住の妊娠中の方とその家族
　参加人数 62人（大人45人　こども17人）
　主　　催 麻生区役所こども支援室
　共　　催 麻生市民館
事業名 カジダン・イクメン写真展 会　場 各館・すくらむ 21

活　動　内　容
主　催 すくらむ21
時　期 11月～12月募集、1月選考委員会、2月表彰式、3月以降各館へ展示
応募数 カジダン部門12 件、イクメン部門 23 件
内　容 男性の家事・育児への参加を促進するための写真展
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Ⅴ２（２）　広場・交流事業
事業名 子育てひろば・子育てパーク 会　場 橘分館

活　動　内　容
子どもたちや保護者の方々が、自由に情報・交換するおしゃべり広場
（1）子育てひろば
　日　　時 8月を除く毎月第 2 木曜、10：00 ～11：30、全 11回
　会　　場 橘分館 2 階第 3・4 学習室
　対　　象 0 歳～就学前の親子
　運　　営 子育てママボランティア
　協　　力  民生委員・児童委員、主任児童委員（橘第二地区民生委員・児童委員協議会、橘第三地区民生委員・

児童委員協議会）
　延べ人数 372人
（2）子育てパーク
　日　　時 8月を除く毎月第 4 木曜、10：00 ～11：30、全 11回
　会　　場 橘分館 1階児童室
　対　　象 0 歳～就学前の親子
　延べ人数 106人

Ⅴ２（３）　その他
事業名 第 13 回プラザ橘まつり 会　場 橘分館

活　動　内　容
　主　　　催 プラザ橘まつり実行委員会（展示・体験 10 団体、ホール 8団体、実行委員会 3回開催）
　日　　　時 11月11日（金）13：00 ～16：00、12日（土）・13日（日）10：00 ～16：00
　館主催企画  リサイクル本コーナー（高津図書館橘分館）、たちばな農のあるまちづくり・新鮮野菜（ぐらす・かわさき）、

子どもと楽しむヨーヨーつり（K.Y.W.C. 川崎市青少年の家ユースワーカーズ倶楽部）、子どもと楽しむゲー
ムコーナー（伊藤修、こども体験クラブOBの会）

事業名 第 11 回多摩ふれあいまつり 会　場 多摩市民館　他
活　動　内　容

日　時 6月19日（日）10：00 ～15：00（大ホールのみ15：30まで）
参加者 4,000人
テーマ バリアフリー　わたしとあなたとこの街と
内　容 主に多摩区内にある障がい者福祉に関わる団体・グループの活動の発表・みんなでコンサート　他
主　催 たまわかくさ、多摩ふれあいまつり実行委員会、川崎市教育委員会
後　援 多摩区、多摩区町会連合会、多摩区社会福祉協議会　他
事業名 3大学コンサート 会　場 多摩市民館

活　動　内　容
日　時 10月1日（土）　10：30 ～16：00
会　場 多摩市民館　大ホール
来場者 430人
演　奏 日本女子大フォルクローレ愛好会、明治大学ウィンドオーケストラ、専修大学スカバンド研究会スフィーダ
曲　目 日本女子大フォルクローレ愛好会：　コンドルは飛んでいく、花祭り、サリリ　他
 明治大学ウィンドオーケストラ：　アルセナール、夜空ノムコウ、宝島　他
 専修大学スカバンド研究会スフィーダ：　ルパン 3 世’78、めくれたオレンジ、美しく燃える森　他
事業名 社会教育インターンシップの受入れ 会　場 多摩市民館

活　動　内　容
（1）受入大学名と人数 日本女子大学　5人、明治大学　2人、専修大学　1人
（2）実　　習　　期　　間 6月25日（土）～12月23日（金）
（3）実　　習　　時　　間 日本女子大学　56 時間以上、明治大学　12日間、専修大学 5日間
（4）実　　習　　内　　容 市民館運営・事業概要説明及び各社会教育事業の事前準備・事業への参加・後片付け等
事業名 郷土資料閲覧コーナー 会　場 岡上分館

活　動　内　容
旧岡上郷土誌会との連携による郷土誌閲覧コーナーの設置と運営
年間を通し、郷土資料閲覧コーナーの開設、資料補完、自由閲覧、学習相談
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Ⅴ３（１）　文化協会
●名　　　称　川崎区区文化協会 ●会　　　長　金岩　勇夫
●発足年月日　1992（平成 4）年 4月9日 ●予　算　額　3,738,604 円
●加盟状況　団体　52　　個人　106

事　業　内　容
①　総会　4月28日（木）
②　酔花忌俳句大会　5月15日（日）
③　文化芸能祭　12月11日（日）
④　企画コンサートコラボ音楽劇かわさき風のものがたり田島今昔ストーリー　10月16日（日）
⑤　第 20 回美術展　11月 8日（火）～13日（日）
⑥　ミュージッ区コンサート　2月12日（日）
⑦　第 11回遍響コンサート　3月4日（日）
⑧　第 28 回川崎市民芸術祭参加　3月14日（水）～18日（日）
⑨　地域の歴史ガイド事業 ・一行寺　お閻魔様御開帳寄席　7月16日（土）
 ・坂本九追悼コンサート　8月12日（金）
 ・鎌倉能舞台、能狂言鑑賞教室（区内小学生対象）　12月 6日（火）
⑩　ふれあい講座 ・暮らしの中の和の文化　6月 15 日～ 7 月 13 日　 水曜日　全 5回
 ・手作り布絵講座　　　　11 月 9 日～ 12 月 14 日　水曜日　全 5回
 ・男の料理教室　　　　　2月 10 日～ 3 月 16 日　 金曜日　全 4回
⑪　機関紙「川崎評論」（34・35 号）発行

●名　　　称　幸区文化協会 ●会　　　長　佐藤　忠次
●発足年月日　1979（昭和 54）年 4月21日 ●予　算　額　1,813,817 円
●加盟状況　団体　59　　個人　12

事　業　内　容
①　総会　4月21日（木）
②　第 31回幸区民祭参加　10月15日（土）、16日（日）
③　第 32 回幸文化祭開催　11月19日（土）、20日（日）
④　夏休み子ども体験会開催　7月23日（土）、24日（日）
⑤　講演「幸区地名」開催　講師：野口始男　11月29日（火）
他

●名　　　称　中原区文化協会 ●会　　　長　藤嶋　とみ子
●発足年月日　1969（昭和 44 年）年 5月14日 ●予　算　額　3,056,911円
●加盟状況　団体　46　　個人　40

事　業　内　容
①　第 43 回中原区文化祭　 10/29（土）･30（日）芸能・展示・茶会席、10/25（火）～11/15（火）菊花展  

10/29（土）～11/2（水）　ギャラリー展示
②　総会　4/20（水）
③　春の文化講座（茶道、インド古典舞踊）
④　中原文化講座（生け花、着付け、日本舞踊）
⑤　ふれあい教室　中原小学校・平間小学校・玉川小学校（日本舞踊・生け花・お琴）
⑥　機関紙「文化なかはら」（123・124・125 号）発行
⑦　その他　 なかはら市民活動のつどい（7/17、18）、中原区民祭（10/16）、研修会（2/15　三渓園）、第 28 回かわ

さき市民芸術祭（2/26 舞台部門、3/21～ 25 芸術部門）、講演会（3/27　チェルノブイリの 25 年）、中
原市民館運営審議会、中原区民会議、中原区役所ロビー生け花展示協力（通年）
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●名　　　称　高津区文化協会 ●会　　　長　鈴木　穆
●発足年月日　1968（昭和 43）年 9月14日 ●予　算　額　16,688,800 円
●加盟状況　団体　59　　個人　35

事　業　内　容
①　総会　5月12日
②　高津区役所ロビーいけ花展示ボランティア（年間）
③　文化講座　春 3月～ 7月　　講座参加者194 人　秋 9月～12月　　講座参加者147人
④　 第 44 回高津区文化祭　10月11日～10月20日　文化講演会、「華」舞台、美術工芸展、いけ花展、お茶席
⑤　高津文芸祭'11「俳句大会」12月3日　参加者160人（事前投句者 270人）
⑥　なかよしランド（親子リトミック）　通年　参加者124 人
⑦　高津うたごえ広場　通年　参加者 280人
⑧　子ども将棋教室　通年　参加者 84人
⑨　機関誌「高津の文化」第 41号発行

●名　　　称　宮前区文化協会 ●会　　　長　鈴木　和子
●発足年月日　1983（昭和 58）年 2月22日 ●予　算　額　1,346,600 円
●加盟状況　団体　57　　個人　9

事　業　内　容
①　研究発表会　芸能 7月2日（土）、3日（日）　バレエ 6月26日（日）
　　　　　　　　展示 6月24日（金）～29日（水）　茶道　7月2日（土）、3日（日）
②　第 29 回文化祭　12月2日（金）～ 4日（日）、7日（水）、バレエ10月22日（土）
③　第 8回文化講演会　「春の音楽祭“桜”」3月17日（土）
④　夏休み親子講座　7月27日（水）、8月14日（日）
⑤　みやまえ文化講座　　2月15日（木）～3月13日（火）
⑥　宮前区民祭　10月16日（日）、ク　第 13 回響けみやまえ太鼓ミーティング　8月20日（土）
⑦　宮前ふれあいフェスタ　5月15日（日）
⑧　愛のバザー　6月19日（日）
⑨　健康講座「熱中症予防」　8月3日（水）

●名　　　称　多摩区文化協会 ●会　　　長　西山　英子
●発足年月日　1970（昭和 45）年 4月1日 ●予　算　額　2,424,594 円
●加盟状況　団体　56　　個人　10

事　業　内　容
①　協会報の発行『多摩の文化』第 40 号 3月1日
②　春の文化祭（バレエコンサート）4月17日（日）
③　文化祭（芸能発表・作品展示）10月14日（金）～16日（日）
④　読書普及文化講演会　講師：江藤　潤 11月 8日（火）
⑤　文化サロン ・「あじさい寺」を訪ねて6月20日（月）　・俳句募集、作品集制作、優秀作品表彰
 ・座学「多摩川音頭」の歌詞を詠む2月27日（月）
⑥　文化教室 ・夏休みこども工作教室「鉄道ジオラマを作る」8月7日（日）
 ・多摩川音頭講習会 9月12日（月）、10月3日（月）
 ・秋の文化教室　「和紙絵」9月5日（月）　「篆刻」10月11日（火）
 ・冬の文化教室「生花」「水引工芸」12月12日（月）
 ・健康バレエ11月7日（月）、11月14日（月）
⑦　第 34 回多摩区民祭 9月25日（日）
⑧　第 28 回かわさき市民芸術祭舞台部門 2月26日美術部門 3月21日～ 25日
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●名　　　称　麻生区文化協会 ●会　　　長　菅原　敬子
●発足年月日　1984（昭和 59）年11月10日 ●予　算　額　2,609,588 円
●加盟状況　団体　34　　個人　104

事　業　内　容
①　第 27回デッサン会　6月5日（民藝の女優さんを描くデッサン会）参加者：55人
②　夏休み親子教室　7月25日～ 8月25日　全 16 教室　応募延べ人数 59人　参加児童数 328人　講師 16人
　　アシスタント48人
③　俳句講座　全 3回　8月30日、9月6日、9月13日
④　 第27回麻生区文化祭　10月27日～11月6日（麻生フィルハーモニー管弦楽団コンサート、美術工芸展、デッサン会、

第 23 回俳句大会、邦舞邦楽、吟舞吟詠、文化講演会）
⑤　第 9回あさお古風七草粥の会　1月7日　950 食提供　東日本大震災復興支援義援金　50,000 円
⑥　雑学教室　2月19日　柿生中学校「柿生郷土資料館」ほか　講師 2人
⑦　川崎・しんゆり芸術祭 2012 プレイベント（アルテリッカ新ゆり美術展）　4月1日～ 4月8日
　　※会場の都合により年度をまたぐ
⑧　会報「からむし」51号（9月30日発行）・52 号（3月31日発行）
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Ⅴ３（２）　ＰＴＡ協議会
名　　称 川崎区 PTA協議会 会　　長 河岸　与志夫 予 算 額 3,098,688 円

会　　議 定期総会　5月21日（金）、役員会（毎月）、運営委員会（毎月）、専門委員会（随時）、会長会議（随時）、
青少年指導員との情報交換会（年 2回）

研 修 会 PTA活動研修（成人、広報、校外、全体会）　5月12日～ 2月21日　全 7回

事業内容

広報紙発行「区 P 協かわさき」（年 3回）
スポーツ大会　8月28日（日）
新春交流会　1月20日（金）
ボーリング大会　7月11日（月）
川崎区 P 協 40 周年実行委員会　月1回
「21世紀の川崎の教育を創造する研究会（21研）に参加　12月12日（月）

名　　称 幸区 PTA協議会 会　　長 齋藤　茂 予 算 額 2,819,258 円
会　　議 定期総会　5月13日（金）、役員会（随時）、運営委員会（月1回）、専門委員会（随時）
研 修 会 PTA活動研修会　5月13日（金）～3月2日（金）　全 11回、校長会長研修会　1月28日（土）

事業内容

広報紙「区 P 協さいわい」発行（年 2回）
護身術研修会　6月14日（火）
親子自転車安全教室　会場：日吉小学校　7月16日（土）
幸区選出市議会議員との懇談会　9月2日（金）
バレーボール大会　会場：商業高等学校　9月18日（日）
区民祭（役員協力）　10月15日（土）
ソフトボール大会　11月13日（日）

名　　称 中原区ＰＴＡ協議会 会　　長 中村　卓史 予 算 額 3,407,533 円

会　　議 定期総会　5月19日（木）、役員会（毎月）、運営委員会（月1回）、専門委員会（随時）、会長情報交換会（随
時）

研 修 会 PTA活動研修会（学年・学級、校外、広報、成人教育、役員）　4月28日～ 2月24日　全 13 回

事業内容

広報紙「区 P 協なかはら」（年 3回）
PTA交流会　7月8日（金）
市 P 協バレーボール大会中原区予選会　9月24日（土）
PTA卓球大会　10月 8日（土）
PTA交流発表会（作品展示・広報紙表彰式・コーラス発表会他）　1月20日（金）～22日（日）
21世紀の川崎の教育を創造する研究会（川教組中原支部との共催）　10月12日（水）
「教育を語るつどい」（中原区地域教育会議と川教組中原支部との共催）　2月11日（土・祝）

名　　称 高津区ＰＴＡ協議会 会　　長 漆原　将毅 予 算 額 4,399,512 円
会　　議 定期総会　5月25日（金）、役員会（月1回）、運営委員会（月1回）、専門委員会（随時）、会長会議（年 5回）
研 修 会 PTA活動研修会　5月12日（木）～12月3日（土）

事業内容

広報誌「区 P 協たかつ」発行（年 2回）
運営委員会だより「くっぴぃにゅうす」発行（年 2回）
IT学習会　7月12日（火）
バレーボール大会　9月10日（土）
ソフトボール大会　9月10日（土）
教育を語るつどい　11月 5日（土）
こども・子育てフェスタ　11月12日（土）
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名　　称 宮前区ＰＴＡ協議会 会　　長 齋藤　淳 予 算 額 4,064,086 円

会　　議 定期総会　5月13日（金）、役員会（随時）、運営委員会（月1回）、専門委員会（随時）、PTA会長会議（随
時）、単P会長、単 P 役員情報交換会

研 修 会 PTA活動研修（1）5月17日（火）～ 6月14日（火）　全 9回
PTA活動研修（2）9月8日（木）～10月 6日（木）　全 7回

事業内容

事業内容 広報紙「みやまえ」発行（年 2回）
四者拡大役員会　6月14日（火）
会長会議　6月18日（土）、12月10日（土）
青少年指導員とのパトロール情報交換会
ママさんバレーボール大会　9月23日（金）
コーラス大会　2月18日（土）
ICT学習会　7月12日（火）
21世紀の川崎の教育を想像する研究会　10月12日（水）、1月24日（火）
区民祭　10月16日（日）

名　　称 多摩区ＰＴＡ協議会 会　　長 植村　文一 予 算 額 3,390,847 円

会　　議 総会　5月20日（金）、役員会（随時）、運営委員会（月1回）、専門委員会（随時）、校長会長連絡会（随
時）、PTA会長会（随時）

研 修 会 PTA活動研修　5月10日～ 24日　全 8回

事業内容

広報紙「多摩区 P 協」発行（年 2回）
区 PTAバレーボール大会　9月17日（土）
区 PTAソフトボール大会　11月 5日（土）
21世紀の川崎の教育を創造する研究会　10月12日（水）
区民祭　10月22日（土）

名　　称 麻生区ＰＴＡ協議会 会　　長 名古屋　洋一 予 算 額 3,533,122 円
会　　議 定期総会　5月17日（火）、役員会（随時）、運営委員会（月1回）、専門委員会（随時）、PTA会長会（随時）
研 修 会 PTA活動研修　4月26日（火）～ 5月24日（火）　全 6回、校長・会長研修会　12月4日（日）

事業内容

広報紙「区 P 協あさお」発行（年 2回）
市 P 協バレーボール大会麻生区予選　9月4日（日）
青少年指導員とのパトロール情報交換会　7月9日（土）
21世紀の川崎の教育を創造する研究会　10月12日（水）
家庭教育学級　2月9日（木）
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Ⅴ３（３）　研究会・自主グループ、社会教育関係ボランティアグループ
（A：午前　P：午後　N：夜間　※はボランティアグループ）

教育文化会館
No. 名　称 主な活動日 発足年
1 ※文化財友の会 火AP2 回 S54
2 ※保育ボランティアグループ　ポピンズ 木A1 回 9
3 ※にほんごひろばボランティアの会 水N4 回 13
4 ※おはなしのはな P1 回 20
5 パッチワークキルト同好会 火A2 回 22
6 ぴあにしも 月A3回 23

大師分館
No. 名　称 主な活動日 発足年
1 ※おおきな木 水 AP2 回 8
2 ※絵本の会「あいあい」 金A1回 15

幸市民館
No. 名　称 主な活動日 発足年
1 ※幸保育学習会 木A1回 S56
2 ※幸えほんの会 火 A4回 S56
3 ※幸国際子育てクラブトントン 火 A4回 8
4 ※語りの会ストーリーテリング幸 木AP1～ 2 回 12
5 ※子育て・育児者支援グループ　わたぼうし 金AP2 回 12
6 ※にほんごワールド 火 AP4 回 15
7 さいわい蕎麦塾 日A1～ 2 回 21
8 ※机上防災訓練研究会 PN1～ 2 回 19

日吉分館
No. 名　称 主な活動日 発足年
1 ※保育ボランティア「ぽっぽ」 木A1回 15
2 ※語りの会日吉 金A1回 15
3 やまぶきの会 火 A2回 21

中原市民館
No. 名　称 主な活動日 発足年
1 ※ボランティアグループにじの会 火水金土 AP4 回 S56
2 ※おはなしの小箱 月AP1回 S60
3 ※川崎実年ボランティアの会 土 P2 回 S61
4 ※保育ボランティアどんぐりの会 火 A4回 1
5 ※おはなしくまさん 水 P1回 2
6 ※日本語ボランティアことばの木 火 A4回 3
7 ※日本語ボランティアせかいじん 金 N4回 8
8 ※日本語ボランティアはらっぱ 火 N4回 12
9 ※保育ボランティアグループぽかぽか 木AP1回 17
10 花紅華サロン 金A1回 21

高津市民館
No. 名　称 主な活動日 発足年
1 ※あいうえおの会 水 P4回 1990
2 ※高津シルバーガイドの会 水 P1回 1995
3 ※三本木の会 木N4回 1996
4 高津古文書研究会 土 A2回 2010
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橘分館
No. 名　称 主な活動日 発足年
1 ※どんぐり（読み聞かせ） 水 P4回 6
2 ※たけのこ（保育） 木A4回 6
3 ※写本橘（拡大写本） 火 A1回 20
4 あおぞらたちばな（家庭教育） 火 A1回 22
5 プラ・パソコン会 土 P2 回 22
6 ピルバグズ（家庭教育） 金 P2 回 23
7 とらびー（家庭教育） 火 A2回 23

宮前市民館
No. 名　称 主な活動日 発足年
1 ※宮前日本語ボランティアの会 金A4回 6
2 ※日本語ボランティア「コスモス」の会 水 A4回 23
3 ※宮前平日本語ボランティアの会 木A4回 14
4 みやまえ江戸古文書を読む会 木 P4回 22

菅生分館
No. 名　称 主な活動日 発足年
1 手話サークル宮前の会 木 P4回 4
2 拡大写本ボランティアあいの手 月A4回 18
3 宮前コスモス会 月P4回 21

多摩市民館
No. 名　称 主な活動日 発足年
1 ※日本語ボランティアグループ「たま語」 金 N4回 11
2 ※多摩日本語の会 水 A4～ 5回 8
3 ※読書ボランティア　すみれ 木A1回 S52
4 ※読みきかせボランティア　MENDORI 金 A1回 S63
5 ※多摩区ストーリーテリング　おはなし万華鏡 金A1回 13
6 ※読み聞かせ”たまちゃん” 火 A1回 14
7 ※多摩保育グループ 火 A1回 S56
8 ※たま文化財ボランティアの会 月P2 回 19
9 演劇ポケットたま2 日P2 回 21
10 男の料理グループ多摩 火 N1回 21
11 ようこそ！にほんご 2010 木 A1回 22
12 ダンス・デ・コミュニケーション　たま　たま　なかま 日A1回 22
13 たまデジカメフレンズ 日Ｐ1回 22
14 多摩の伝承・伝統文化を考える会 金Ａ1回 23

麻生市民館
No. 名　称 主な活動日 発足年
1 ※手話サークル「つばさの会」 水Ｎ4回 S61
2 ※麻生保育ボランティアグループ「ジャンケンポン」 火Ａ1回 S63
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Ⅴ３（４）　サークル連絡会
団体名 事業内容 発足年月日

加盟団体数

教文サークル連絡会

●会長　村社　一夫

・総会　7月4日（日）
・役員会　4回
・研修旅行　10月18日（火）
・文化講座　 10月12日～11月16日　水曜日
　　全 6回（東阿部流煎茶道会）
・教文まつり実行委員会　2回
・第 33 回教文まつり　 3月13日（火）～3月18日（日）
　　演技発表（大会議室）、展示発表、1日講習会
・交流会　3月18日（日）

平成 12 年 4月1日

31団体

幸サークル連絡会

●会長　小澤　治子

・総会　6月5日（日）
・全体会　4回
・運営委員会　11回
・幸文化センター祭　3月10日（土）～3月11日（日）　
　　各学習発表・活動紹介（演技部門、展示部門、実技ふれあ
い部門）、バルーン、マリンバ演奏

平成 13 年 9月2日

57 団体

中原市民館サークル連絡会

●会長　相川　照男

・第 33 回 サークル祭 5月14日（土）～15日（日）
 ギャラリー 5月13日（金）～15日（日）
・総会  5月 28日（土）
・交流会  10月15日（土）
・研修バス旅行 11月21日（月）
・中原市民館のサークル情報紹介　パンフレット発行10,000 部

昭和 61年 6月24日

44 団体

高津市民館サークル連絡会

●会長　池田　安麿

役員会　8回　　評議員会　2回
サークル祭実行委員会　3回
・第 34 回サークル祭　 6月 4日（土）～ 6月5日（日）・展示部

門　6月3日（金）～ 6月8日（水）
・第 36 回総会　7月8日（金）
・研修旅行　11月14日（月）
・新年会　1月20日（金）

昭和 51年 12月 5日

23 団体

宮前市民サークル連絡会

●会長　髙橋　智彦

・全体会　1回
・運営委員会　4回
・幹事会　　　10 回
・復活みやまえ JAM2011　7月31日（日）
・みやまえ JAM2012　3月24日（土）、25日（日）
・サークル通信　7回発行

平成 3 年 7月14日

26 団体

菅生分館利用者懇談会

●会長　野田　精一

・総会　1回
・全体会　1回
・菅生分館まつり　6月4･5日
・ウェルカムキャンペーン
　　加盟グループの見学･参加自由日を設け、広く市民に紹介する。
　参加団体　25 団体　日時　6～ 7月

昭和 62 年 7月1日

40 団体

たま学習サークル連絡会

●会長　古閑　道也

・総会　1回　5月22日（日）
・たま学びのフェア実行委員会　全 4回
　 10月23日（日）、　11月27日（日）、　1月15日（日）、
　2月12日（日）
・サークル情報提供

平成 13 年 7月8日

32 団体

麻生市民館サークル連絡会

●会長　佐々木　恒治

・総会　1回　4月2日（土）
・麻生サークル祭　5月28日（土）～ 5月29日（日）
　（サークル祭美術展）5月27日（金）～ 6月1日（水）
・楽しい盆おどりの集い　7月10日（日）
・新春の集い　1月21日（土）

平成 2 年 11月28日

33 団体
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Ⅴ４　行政区生涯学習推進会議
川崎区生涯学習推進会議（実務担当者書面調査）
テーマ：「市民ボランティアとの協働について」 開催日　　　　　　　　
No. 氏　名 役　職　名 No. 氏　名 役　職　名
1 植田　和良 労働会館 9 佐々木梨絵 川崎区役所企画課
2 亀野　良明 川崎市南部身体障害者福祉会館 10 平井　　孝 川崎区役所地域振興課  まちづくり推進係長
3 田辺　浩嗣 教育委員会川崎図書館長 11 菅野　珠礼 川崎区役所こども支援室
4 原　加奈子 川崎市体育館 12 荒平　和子 川崎区役所地域保健福祉課　担当係長
5 細川　詩織 川崎区社会福祉協議会事務局 13 岩崎　智江 川崎区役所保健福祉サービス課
6 服部　正夫 盲人図書館 14 保科　達夫 川崎区役所生涯学習支援課長
7 原　千代子 ふれあい館 15 島根　亘世 川崎区役所生涯学習支援課主任
8 小川せつ子 市立藤崎保育園 16 木村　順子 川崎区役所生涯学習支援課主査

幸区生涯学習推進会議
テーマ：「幸区における生涯学習推進に向けた課題について」 開催日　7月22日（金）
No. 氏　名 役　職　名 No. 氏　名 役　職　名
1 森下　和子 幸区長 9 鈴木　　隆 教育委員会幸図書館長
2 桑原　賢治 幸区役所副区長 10 前橋　正敏 （社）幸区社会福祉協議会事務局長
3 渡部　修治 幸区役所こども支援室　室長

11 田村和可子 （財）かわさき市民活動センター　幸区運営
担当主査（こども文化センター　指定管理者）4 林　さわ子 幸区役所保健福祉センター　所長

5 鈴木　　猛 幸区役所企画課長
12 太田　哲也

（株）明治スポーツプラザ　幸スポーツセン
ター　館長（幸スポーツセンター・石川記念
武道館　指定管理者）

6 中村　高明 幸区役所生涯学習支援課長
7 猪瀬　　敦 幸区役所生涯学習支援課担当課長
8 柾　　一成 建設緑政局夢見ヶ崎動物園長
※ 11 月 8 日に生涯学習研修会（講師：高崎経済大学准教授　櫻井常矢）を実施

幸区生涯学習推進会議（実務担当者会議）
テーマ：「情報交換および今後の連携・協力について」 開催日　1月31日（火）・3月23日（金）
No. 氏　名 役　職　名 No. 氏　名 役　職　名
1 加藤　剛史 幸区役所企画課係長 9 河尻　睦彦 建設緑政局夢見ヶ崎動物公園課長補佐
2 二宮　弘治 幸区役所地域振興課まちづくり推進係長

10 重田　朋希 教育委員会学校教育部幸区・教育担当　担
当係長3 中村　高明 幸区役所生涯学習支援課長

4 大久保泰介 幸区役所生涯学習支援課日吉地区担当職員 11 寺戸　光樹 教育委員会幸図書館課長補佐

5 高相　強志 幸区役所保健福祉センター地域保健福祉課
課長補佐

12 菅　　茂生 （社）幸区社会福祉協議会地域福祉課長

13 田村和可子 （財）かわさき市民活動センター幸区運営担
当主査（こども文化センター　指定管理者）6 端坂　幸子 幸区役所こども支援室課長補佐

7 堀田ミサ子 幸区公立保育園長会代表
14 太田　哲也

（株）明治スポーツプラザ　幸スポーツセン
ター　館長（幸スポーツセンター・石川記念
武道館　指定管理者）8 山崎　幸子 地域子育て支援センターふるいちば担当係

長
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中原区生涯学習推進会議
テーマ：「中原区生涯学習推進体制について」 開催日　3月13日（火）
No. 氏　名 役　職　名 No. 氏　名 役　職　名
1 小野寺京子 中原区長 10 寺内　藤雄 教育委員会中原図書館長
1 石澤　桂司 中原副区長 11 大和　　裕 平和館館長
2 川添　文夫 中原区役所地域振興課長 12 原　　　隆 市民ミュージアム館長
3 綱島　　清 中原区役所企画課長 13 上原　和彦 とどろきアリーナ館長
4 都所　正紀 中原区役所保健福祉センター所長 14 大倉萬里子 かわさき市民活動センター青少年事業課長
5 石津　博子 中原区役所保健福祉センター副所長 15 奈良　一男 かわさき市民活動センター市民活動推進課長
6 豆白　保雄 こども支援室長 16 長田　俊一 生涯学習財団事業推進課長
7 矢野ゆう子 こども支援室学校・地域連携担当課長 17 田中　　聰 中原区社会福祉協議会地域課長
8 吉田　和江 中原区公立保育園園長会代表 18 鈴木　菊夫 国際交流協会交流事業マネージャー
9 植村　　稔 中原区役所生涯学習支援課長

高津区生涯学習推進会議（連絡調整部会）
テーマ：「高津区の生涯学習に関する情報交換と連携検討」 開催日　3月6日（火）
No. 氏　名 役　職　名 No. 氏　名 役　職　名
1 昼間　　豊 生涯学習支援課長 7 鈴木　悦子 川崎市男女共同参画センター館長
2 奥村香保里 地域振興課課長補佐 8 細田　俊介 川崎市大山街道ふるさと館館長

3 小柳　俊子 生涯学習支援課橘地区担当課長･高津図書
館橘分館長

9 山田　悦子 川崎市子ども夢パーク
10 小野淳一郎 川崎市生活文化会館副館長

4 岡本　美砂 教育委員会高津図書館主任 11 服部　一雄 高津区社会福祉協議会事業課長
5 菊地　　正 川崎市高津スポーツセンター副館長

6 和泉　君江 かわさき市民活動センター･子母口こども文
化センター館長

宮前区生涯学習推進会議
テーマ：「宮前区地域人材育成指針について」 開催日　5月17日（火）、1月25日（水）
No. 氏　名 役　職　名 No. 氏　名 役　職　名
1 和田　秀樹 宮前区長 9 由利　珠美 宮前区役所こども支援室長
2 板橋　洋一 宮前区役所副区長 10 月本　　進 宮前区社会福祉協議会事務局長
3 有山　　務 宮前区役所企画課長 11 池田　英明 宮前老人福祉センター所長
4 大竹　　薫 宮前区役所地域振興課長 12 関　　智義 青少年の家所長
5 浅見　正俊 宮前区役所保健福祉センター所長 13 島貫　昌夫 宮前スポーツセンター館長
6 横島　正志 宮前区役所保健福祉センター副所長 14 古川　栄一 教育委員会宮前図書館長
7 椎野　章夫 宮前区役所地域保健福祉課長 15 岩瀬　正人 宮前区役所生涯学習支援課長
8 前田　忠夫 宮前区役所高齢者支援課長
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多摩区生涯学習推進会議
テーマ：「多摩区の生涯学習関連事業について」 開催日　6月9日（木）、1月24日（火）
No. 氏　名 役　職　名 No. 氏　名 役　職　名
1 門ノ沢俊明 多摩区長 14 蒔田　恭二 ㈳多摩老人福祉センター所長
2 池田　健児 多摩区役所副区長 15 田中加代子 教育委員会多摩図書館長
3 邉見　洋之 多摩区役所こども支援室長 16 小林　正人 市民・こども局岡本太郎美術館副館長
4 大坪　浩行 多摩区役所企画課長 17 木下あけみ 教育委員会日本民家園長
5 鈴木　誠二 多摩区役所地域振興課長 18 山田　友之 教育委員会青少年科学館長
6 野田　龍治 多摩区役所保健福祉センター所長

19 鈴木　賢二 総合企画局藤子・F・不二雄ミュージアム整
備準備室長7 田崎　　薫 多摩区役所保健福祉センター副所長

8 土谷　憲司 多摩区役所生田出張所長 20 長岡　正樹 多摩スポーツセンター館長
9 柏井　幸博 経済労働局農業技術支援センター所長 21 井上なおみ 市立小学校長会多摩支部長（登戸小学校）
10 佐藤　郁夫 多摩区役所道路公園センター所長

22 芹澤　成司 市立中学校長会多摩・麻生地区担当（稲田
中学校）11 萩原　　哲 川崎市緑化センター所長

12 山本　啓子 多摩区こども文化センター代表 23 夏井　美幸 多摩区役所生涯学習支援課長
13 鈴木　康夫 ㈳多摩区社会福祉協議会　事務局長

麻生区生涯学習推進会議
テーマ：「麻生区の生涯学習情報の集約について」 開催日　12月14日（水）・2月22日（水）・3月9日（金）
No. 氏　名 役　職　名 No. 氏　名 役　職　名
1 瀧峠　雅介 麻生区長 11 小林　雄介 ㈶川崎市文化財団総務課　新百合分室長
2 渡辺　元久 麻生区役所副区長

12 唯根　典子 （公財）かわさき市民活動センター青少年事
業課運営指導担当3 中山　和子 麻生区役所子ども支援室長

4 田中　昭彦 麻生区役所地域振興課長 13 小山　繁子 麻生区代表保育園園長（上麻生保育園長）
5 安生　浩二 麻生区役所企画課長 14 澤田　澄男 麻生老人福祉センター所長
6 石川　敬一 麻生区役所保健福祉センター所長 15 横山　勇治 麻生区社会福祉協議会　事務局長
7 木下　節子 麻生区役所保健福祉センター副所長 16 平川　穏毅 麻生スポーツセンター館長
8 江澤　一夫 麻生区役所道路公園センター所長 17 野口　　透 黒川青少年野外活動センター所長
9 鈴木　　徹 麻生水処理センター所長 18 池原　　真 教育委員会麻生図書館長

10 藤本　益徳 川崎市リサイクル環境公社　王禅寺余熱利
用市民施設（ヨネッティー王禅寺　所長）

19 入口　　茂 麻生区役所生涯学習支援課長
20 加藤　宗一 麻生区役所生涯学習支援課岡上地区担当
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Ⅴ 5　地域課題対応事業
区 事業名など （千円）

予算額

幸　区

・日吉のタカラモノを次世代につなげる地域ネットワーク事業
　①日吉のタカラモノかるた原画展、②加瀬山で遊ぼう、③ネットワーク新聞づくり、④日吉まつ
り参加、⑤ひと月遅れのお正月、⑥料理教室、⑦さくらフェスタ日吉へ参加、⑧ガイドパネルの
設置　他
・郷土の歴史と文化を活かしたまちづくり事業　
　①郷土の歴史を再発見する学習会、②地域ボランティアガイド、③史跡サイン（白山古墳跡）設
置

1,574

中原区 生涯学習・市民活動連携事業
　市民・行政職員のための生涯学習入門講座　3月13日（火）　14：30 ～16：30　参加者 28人 30

高津区

音楽のまち推進事業
　①サロンDEコンサート　月1回日曜日　12：10 ～12：50　計 8回
　②おやこDEコンサート　2月5日（日）　13：00 ～14：30　
　③ホールDEコンサート　3月4日（日）　13：30 ～15：30　

300

音楽のまち推進事業
　なかよしコンサート　9月8日（土）　① 11：30 ～② 13：30　入場者計 600人 100

音楽のまち推進事業
　ファミリーコンサート　12月17日（土）14：00 ～16：00　入場者 600人 180

音楽のまち推進事業
　246クラシックコンサートin高津　2月4日（土）　① 14：00 ～② 16：00 ～③ 18：30 ～
　入場者計 538人

440

多文化共生推進事業
　①多文化フェスタみぞのくち　10月22日（土）　10：30 ～15：00　入場者 800 名
　②多文化共生コンサート　1月28日（土）　14：00 ～16：00　入場者 500人

300

文化振興事業
　岡本太郎生誕 100 周年記念　写真展　「写真で辿る岡本太郎」～“誇り”を永遠に～
　4月8日（金）～ 4月13日（水）　10：00 ～18：00　

350文化振興事業　岡本太郎生誕 100 周年記念　講演会と見学会
　① 6月1日（水）参加者 50 名　② 6月8日（水）参加者 53人　③ 6月15日（水）参加者41人
文化振興事業　夏休み子ども美術体験ワークショップ
　8月10日（水）～ 8月11日（木）　2日間　10：00 ～15：00　参加者計 90人
こども・子育てフェスタ事業　第 7回こども・子育てフェスタ
　11月12日（土）　10：30 ～15：00　来場者1500人 200

橘ファミリーコンサート：主催　橘ファミリーコンサート実行委員会、協力　かわさき市民活動セン
ター・チャレンジボランティア、8月6日（土）洗足学園音楽大学演奏会実習渡部亨ゼミ、11月26
日（土）遊音笑団やまばん、3月3日（土）ソヘグム

200

宮前区

地域人材育成指針策定作業 148
冒険遊び場づくり講座　10月 5日（水）～12月7日（水）　全 8回　参加者15 名 135
事　業　名 多様な主体の社会参加促進事業「夏休み子どもあそびランド 2012」
開　催　日 8月21日（日）　10：00 ～16：00
会　　場 宮前市民館　全館、区役所前広場
来場者数 約 2,700人　企画委員 7人　企画委員会 7回　ボランティア 210人
内　　容 昔あそび、工作、ゲームコーナーで遊ぼう、区内小学生の団体発表

470

子ども・子育て関連連携事業「こども・子育て応援ボランティア講座」　保育ボランティア養成講座
の修了生を主な対象とする合同研修会　平成 24 年 2月2日～3月1日（全 3回）実習あり
講師：共育ひろば主宰　牧岡　英夫、宮前区役所子ども支援室　前村　里美、地域ボランティア

75

多摩区
たまたま子育てまつり：9月18日（日）子育てサークル活動紹介ほか・参加者 4,700 名
講演会「どうする？ちょっと気になる子」：11月23日（祝）･講師　芦澤清音（帝京大学准教授）･
参加者 22 名

567
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麻生区

麻生里地・里山保全推進事業
　①里地・里山カフェ塾（H23.7～H24.3）
　②わたしたちのまちのホッとする風景写真展（H24.2.17～H24.3.16）
　③情報の発信と収集（7,000 部×1回）
　④麻生のたんぼに親しむ事業（H23.9.10）
　⑤ 2012 里山フォーラムin 麻生（H24.3.10）

1,180

麻生区多文化共生推進事業
　①国際理解参加体験型ワークショップ「世界がもし100人の村だったら」（H23.7.30）
　②千葉茂樹監督講演会「マザーテレサの贈り物」（H23.10.15）
　③国際理解基礎講座「あさおからはじまる国際化社会」（H23.10.26 ～11.30）
　④小林和男氏講演会「世界で見えることと見えないこと」（H24.1.14）
　⑤インターナショナル・フェスタ“fromあさお”（H24.3.3）

530


