登録団体の紹介

学習・教養・国際交流
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募集中 !

①藤嶋 昭（理事長）
②年会費 1,000 円
③ info@npoacademy.jp
http://npoacademy.jp/

④月曜日～金曜日（講座開催時は土曜日も含む）
⑤川崎市生涯学習プラザ（中原区今井南町）

募集中 !

①中島 邦雄
②年会費 1,000 円
③☎ 080-1324-0141
ma24zart999@yahoo.co.jp
https://nakahara-kushukiroku.amebaownd.com
募集中 !

男女の社会的・文化的に作られた性別による差別をなくし、
男女共同参画社会を実現するために学習会や活動を行う。女
性の人権問題、貧困や格差、働き方等、ジェンダーの現実か
ら講座や学習会を実施し、市民と共に考える場を作っている。
本年は「シングル女性の現状とこれから」のテーマで活動し
ている。

④不定期 幹事会は月 2 回
⑤すくらむ 21
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子ども・子育て支援

①藤井 光子
②個人・団体 2,000 円
③☎ 044-944-7872
hymico@me.com
http://web-k2.jp/ssk1985/

趣味・音楽活動・芸術活動

川崎の男女共同社会をすすめる会

④月１回（不定期）
⑤かわさき市民活動センター

学習・教養・国際交流

1945 年４月 15 日夜、米軍のＢ 29 爆撃機約 200
機が川崎を襲いました。
「川崎大空襲」とよばれ、
死者は 1000 人を超えました。
私たちの住む中原区での空襲被害を記録し、平和
を守ることの大切さを市民の皆さんと一緒に考え
たい…このような思いから「川崎中原の空襲・戦災
を記録する会」をつくりました。
《足元に横たわる
戦争・空襲・戦災の歴史》を伝えていきます。

運動・スポーツ団体

川崎中原の空襲・戦災を記録する会

ボランティア・福祉・居場所づくり

中原区を拠点とした誰でも参加できる「市民大学」です。
27 年の歴史を持ち、美術、音楽、歴史、経済、環境を
はじめ年間 100 講座を開設、のべ受講者数は 5500 名
に達しています。アカデミーでは受講生がお互いに学び
あい、高めあうことを大切にしています。
また、学んだ成果を地域社会に還元する取り組みも進ん
でおり、まちづくりや市民の生きがいづくりを目指す活
動も活発です。

地域・環境・街づくり

認定 NPO 法人かわさき市民アカデミー

地域・環境・街づくり

川崎老人将棋連盟

募集中 !

ボランティア・福祉・居場所づくり

川崎老人将棋連盟（川老連）は原則として川
崎市に在住する、６０才以上の将棋愛好者が
その知識、技量の向上、錬磨を旨とし、会員
の自主的かつ民主的運営により会員相互によ
り会員の親睦を図ることを目的とする。
川老連は、主として次の様な活動を行う。
・将棋大会の開催（３回／年）
・川崎市職域団体戦への参加（２回／年）
・ねんりんピックへの選手派遣（１回／年）

運動・スポーツ団体

①菊地 輝雄
②年会費 2,500 円
③ sdaimonbksv@gmail.com
http://kawaroren.blog.fc2.com/

言語交流研究所

④月曜日～土曜日 午後
⑤等々力いこいの家

ヒッポファミリークラブ

募集中 !

学習・教養・国際交流

国や人種の違いを超えて、どんなことばを話す人ともコミュニ
ケーションできるようになれたら･･･ そんな思いから1981年、
この活動が開始。主に「多言語の自然習得活動（母語の習得
プロセス）」、
「国際交流活動」、
「研究活動」を柱としています。
0 歳からシニアまで、誰でもいつからでも、いろんなことば
が飛び交う環境を一緒に創って、楽しみながら自然に多言語
が話せるようになります。
①福村 八重 ( 中原区地域代表 )
②詳細は HP またはお問合せください。
③ hippo.nakaharaku@gmail.com
https://www.lexhippo.gr.jp/

趣味・音楽活動・芸術活動

東京第四友の会小杉方面

④毎週 水・木・金・土 その他
⑤国際交流センター 中原市民館

募集中 !

子ども・子育て支援

東京第四友の会は公益財団法人全国友の会振興財団に所属して
います。雑誌婦人之友の愛読者が作った集まりで 20 ～ 90 歳代
の女性が創立者羽仁もと子の著作集を読み、衣・食・住・家計・
子育てについて学び合っています。よい交わりの中で助け合い、
一人一人の家庭が簡素で温かく朗かになれるように励んでいます。
そして朗かな家庭からの風によって豊かな社会を築くことを願って
学習活動をしています
①荒居 万里子
②月会費 1,500 円
③☎ 044-722-9345
daishitomo@cure.ocn.ne.jp
https://daishitomo.jimdo.com/

④毎週木曜日
⑤東京第四友の家（今井仲町 18-52）
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等

①山本 三智子
②１ヵ月 2,500 円
③☎ 090-8110-9609

④毎月第２、第４火曜日 13：30 ～ 15：30
⑤中原市民館、川崎市総合自治会館

ボランティア・福祉・居場所づくり

姿勢を正して声を出すことにより、脳を活性化し、作
者の思想や感覚・感情を豊かに表現する。私たちの活
動は２０１４年度中原市民館自主学級から始まりまし
た。新たに男性会員２人を迎え、今までとは違う刺激
を楽しんでいます。姉妹グループの「朗読わかば」
「朗
読桜の会」とともに、
「文学のまち・かわさき」を目
指します。

地域・環境・街づくり

朗読ひなの会

運動・スポーツ団体
学習・教養・国際交流
趣味・音楽活動・芸術活動

子ども・子育て支援
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登録団体の紹介

趣味・音楽活動・芸術活動
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I n Unity 実行委員会

地域・環境・街づくり

イン ユ ニ テ ィ

募集中 !

①小川 竜児 ②なし
③☎ 044-744-3324
（中原区役所地域振興課）
https://inunity.jp/
募集中 !

①竹内 貴久雄（たけうち きくお）
② 5,000 円（年間：4 月～ 3 月）
③山本 道雄：☎ 080-5083-2446
operakai08@gmail.com
募集中 !

①椿 知子
② 2,000 円～ 3,000 円／月
（会場により異なる）
③☎ 080-9026-0778
tome.tsubaki@gmail.com

④火曜日、第１・３水曜日、第２・４木曜日、
第１・３金曜日（会場により異なる、基本月２回）
⑤小杉２丁目町内会館、元住吉 天真館、
にこぷら新地（二子新地）
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子ども・子育て支援

キーボードで個人練習をしたり、皆でアンサンブル
を楽しんだり、音楽の知識を学んだり、仲間と和気
あいあい楽しんでいます。ピアノの演奏は脳を活性
化し認知症予防に非常に効果があります。また練習
前にはストレッチや脳トレも取り入れています。楽譜
が読めなくても、楽器が初めてでも、何歳からでも
簡単に弾けるようになります。是非憧れのピアノをお
仲間と一緒に始めませんか？

趣味・音楽活動・芸術活動

ＥＮＪＯＹピアノサークル

④毎月 第 3 木曜日
⑤国際交流センター 大ホール

学習・教養・国際交流

“身近にオペラがある暮らし”をモットーに皆様に喜んで頂
ける作品を選び、毎月第 3 木曜日、中原区の川崎国際交流
センター 大ホールで 100 名を超える会員の皆様と映像で
『オペラ』を楽しんでいます。4 月より第 9 期がスタート
しました。鑑賞作品は人気作曲家の作品を多く選びバロッ
クオペラ、現代オペラ、オペレッタなども取り上げました。
是非一度、オペラ鑑賞にお出かけしませんか？心より歓迎
いたします。

運動・スポーツ団体

映像オペラを楽しむ会

④年数回のイベント、月１回の会議
⑤中原区内

ボランティア・福祉・居場所づくり

アマチュアのバンド・ダンスチーム等へ発表
の場を提供し、音楽を通じて幅広い年齢層
の人々が交流することを目的として音楽イベ
ントを行っています。ボランティアと中原区
が協力して企画から当日の運営まで全てが
手作りの音楽イベント！一緒に盛り上げてく
ださるスタッフ随時募集中！

地域・環境・街づくり

おたまじゃくしの会

募集中 !

ボランティア・福祉・居場所づくり

女声コーラスの草分け的存在として活動を続けて 46
年になりました。今は信長貴富先生に作曲していただ
いた曲を練習しています。詩の心をエレガントに表現
する事を大切に、歌の歴史を積み重ねて参りました。
平均年齢 75 才ですが、脳の活性化に役に立つコーラ
スです。ご一緒に歌いましょう。

①杉山 雅子
②月 6,000 円
③☎ 044-511-4174

運動・スポーツ団体

おと絵がたり

④水曜日
⑤中原市民館

募集中 !

※女性のみ

学習・教養・国際交流

おと絵がたりは絵や絵巻とオリジナルの音楽と語りで、
地域や日本、世界に伝わる昔話を表現し、お話の大切
なメッセージを分かち合います。この活動を通して様々
な人と出会い、繋がることで、ともすれば冷たくなり
がちな地域社会との関わりを深め、温かみのある「ま
ちづくり」に貢献します。公演にぜひ、おこし下さい。
★スタッフ参加希望の方はまず、下記のメールでお問
い合わせください。
①加藤 妙子
②賛助会員 1,000 円 / 年
③ otoestage-qanda@mail.goo.ne.jp
http://cl.bb4u.ne.jp/~otoe-net/

趣味・音楽活動・芸術活動

音楽好きな友の会

④月に 4 回程度（概ね平日午後）
⑤中原市民館

募集中 !

子ども・子育て支援

「元住吉駅」を中心に音楽好きでオーディオ好きな人達と、昔懐か
しい柔らかく自然なアナログサウンドの良さを聴きながら出合いの
ひとときを楽しもうと発足した非営利のレコード鑑賞趣味の会です。
「最近の住宅事情で迫力ある音楽の良さが聴けない、レコードは
有るがプレーヤーが無い」などの方々と SP、LP 盤など各ジャンルの
音源を持ち寄り楽しんで聴いてます。CD には無い音が LP 盤には
記録されているとの事です。
①塚田 親一（つかだ しんいち）
④通常月 2 回。第 1 日曜日（軽音楽の
②本会は会費制では無く参加費で運営。
集い）、第 3 日曜日（ジャズの集い）
（またフリーペーパー「Ｍマガジン」毎月発行）
※新型コロナ期間中：
③ info@ontomo.jp
月 1 回（軽音楽とジャズの集い）。
または休止。
http://ontomo.jp
⑤川崎市国際交流センター・
※音友レコード倶楽部 PR 動画
レセプションルーム
<https://youtu.be/nAXN-g3Snkk>
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中原教場

地域・環境・街づくり

川崎吟友会

募集中 !

①飽本 正則
④ A：木曜日 19：00 から／ B：水曜日 18：00 から
② 500 円 / 回
⑤ A：中原市民館会議室／ B：下小田中 ( ミント )
③☎ 090-3877-0775
id33kd@bma.biglobe.ne.jp

運動・スポーツ団体

川崎混声合唱団

募集中 !

①粟飯原 美智子
④毎週水曜日 夜間
②入会金 1,000 円・会費 5,000 円／月
⑤中原市民館を中心に武蔵小杉周辺で練習
③☎ 044-755-5817
masanobu-okawa@beige.plala.or.jp
https://www.kawasakikonsei.com/
募集中 !

④不定期
⑤川崎市内外

28

子ども・子育て支援

「音楽のまち・かわさき」の音楽環境の拡充を
目的に、イベントに係る企画・制作・運営から音響・
照明・映像・配信といった技術的な部分までを
広く対応しています。アジア交流音楽祭、かわ
さきジャズなど市内の音楽事業の多くに携わっ
ています。制作会社でありながらプロ用機材や
備品を自社で所有・管理している点も強みです。
これによりワンストップで事業を進行でき、予算
が限られたイベントにも柔軟に対応できます。

趣味・音楽活動・芸術活動

NPO 法人カワサキミュージックキャスト

学習・教養・国際交流

1960 年に創立された永年の歴史ある混声合唱団で
す。現在も男声と女声のバランスがとれており、現役
の方、主婦の方、引退後の趣味を楽しむ方など多士
済々、50 人を超える団員が、年一回の定期演奏会や
県・市の合唱祭などでの演奏を目指して練習を楽し
んでいます。また、春・秋の練習合宿や練習後の飲
み会など団員同士の交流も盛んです。老若男女、経
験の有無を問いません。お気軽にご参加下さい。

①反町 充宏
②なし
③☎ 044-272-6636（事務局）
https://k-m-c.org

ボランティア・福祉・居場所づくり

伝統芸能として「詩吟」の魅力は、
「漢詩、和歌、
俳句等」の名詩に教養が深まります。①「吟詠」
は腹式呼吸が基本となり、健康維持や老化防
止にも期待できます。②大きな声で心を込め
て、無心になれストレス解消になります。③母
音の発音に、リラックス効果があり、きれいな
発音が身に付きます。④モットーは、
「元気で、
仲良く、楽しく」に活動しております。

地域・環境・街づくり

公益財団法人

現代人形劇センター

ボランティア・福祉・居場所づくり

伝統人形芝居「乙女文楽」。その子供達の上演を地
域のイベントやお祭りなどで行っています。乙女文楽
は、川崎で約５０年前から伝承され、毎年夏休みに
子供体験教室を行っています。その教室の修了生が
地域イベントで上演しています。また、現代人形劇セ
ンターでは、人形劇の多様な魅力を知ってもらうため
に、国内外の様々な人形劇を公演や講座などの形で
紹介しています。
①塚田 千恵美 ②なし
③☎ 044-777-2228
http://www.puppet.or.jp/

運動・スポーツ団体

コールなかはら

④平日（イベント日を除く）
⑤川崎市内外

募集中 !

私達は今年で結成 50 年の女声コ―ラスです。毎年
「コーラルフェストかわさき」と「おかあさんコーラ
ス大会」に参加しております。声を出すことは元気
の秘訣！です。ご一緒に歌いませんか、見学お待ちし
ております。

学習・教養・国際交流

①笠井 加代子
②会費：7,000 円／入会金：1,000 円
③☎ 044-799-3953
http://chornakahara.blog98.fc2.com/

趣味・音楽活動・芸術活動

混声合唱団 翠声会

④毎週水曜日 10：00 ～ 12：00/
13：00 ～ 15：00（午後は月２回ほど）
⑤中原市民館ほか

募集中 !

子ども・子育て支援

川崎市で活動している 20 代から 80
代まで 50 人から 60 人の混声合唱団
です。レクイエム、邦人組曲、ドイツ・
イタリア歌曲、アカペラからポピュラ
―まで、響きのある歌声とハ―モニ―
を目ざしています。毎年１回の定期演
奏会があり、神奈川県・川崎市の合唱祭に参加しています。又、年に 3 回特別養護老人ホ
―ムへの慰問もしています。歌う事が好きな方でしたら、いつでも入団 OK です。
①鈴鹿 せい子
②月謝 5,000 円 入会金 500 円
③藤野 篤子 ☎ 044-766-8509
66rr75@bma.biglobe.ne.jp
https://suiseikai.jimdofree.com/

④毎週土曜日 18：00 ～ 20：30
⑤市民館（中原、高津、多摩、麻生）
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地域・環境・街づくり

混声合唱団とどろき

募集中 !

①征矢 正寛
②会費 2,000 円／月、3 ヶ月前納
入会金なし

運動・スポーツ団体

中原区文化協会

③センターへの問合せ
④毎月第 1・3・5 土曜日 13：30 ～ 16：30
⑤会館とどろき（中原区宮内）

募集中 !

静墨会

募集中 !

①小林 松子
②会費 2,500 円／月、入会金 2,000 円
③☎ 044-788-8410

④金曜日（月 2 回）14：00 ～ 16：00
⑤中原市民館
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子ども・子育て支援

1983 年成人学校が終了した後、研究会として
発足したサークルです。漢字各書体・仮名等、
小野鵞堂流といわれる優雅で美しい文字を先
生の丁寧な添削を受けて学んでいます。学習の
目標として、1 年おきの書展の開催と、毎年の
中原市民館サークル祭に参加しています。希望
者は年 2 回の段級試験を受験しています。

趣味・音楽活動・芸術活動

中原書道研究

④
⑤中原市民館 他

学習・教養・国際交流

昭和 44 年に地域文化団体として発足し、芸能
部門・演奏部門・展示部門・広報部に 43 団体
と 37 名の個人会員が加盟しています。
（令和 3
年 3 月 31 日現在）主な取り組みとして①中原区
文化祭②機関誌の発行③中原市民館との提携事
業④研修会⑤かわさき市民芸術祭への参加⑥他
団体・他機関との連携事業等、多彩な文化活動
をしています。皆さまのご参加を歓迎いたします。
①内海 陽雪
②団体 10,000 円 / 年、個人 5,000 円 / 年
③☎ 044-433-7773( 事務局 小池 )

ボランティア・福祉・居場所づくり

平成元年創立のシニア合唱団です。
「楽しい音楽」を
合言葉に、ＩＣレコーダとパソコンを駆使して効率の
よい練習をしています。本団委嘱による編曲作品を含
め、伝統的な曲からポピュラーな曲まで幅広くカバー
します。春夏に市内で行われる合唱祭のほか、発表
の機会があればすすんで参加します。
性別・年齢・経験を問いません。まず練習を見に来
てください。

地域・環境・街づくり

中原陶芸研究会

募集中 !

ボランティア・福祉・居場所づくり

1974 年発足。中原市民館で活動する陶芸
グループです。楽しい焼き物作りを目指して
入会したての初心者から熟練の陶芸家まで
が活動しています。自由な雰囲気の中で作
陶しています。時間内任意で自由な作品を
作れます。初めての方には基礎から指導いた
します。見学自由、見学入会希望者はメール
で確認の上、中原市民館へご来場ください。
①火宮 祥宏
②入会金 1,000 円、月会費 1,000 円
（6 ヶ月分前納、材料、焼成代別）

運動・スポーツ団体

なかはらミュージカル

③ hinomiya10@yahoo.co.jp
④毎週水曜日（月 4 回）17：30 ～ 20：45
⑤中原市民館 2 階実習室

募集中 !

学習・教養・国際交流

中原区の地域の人材を活用した音楽・芸術の振興、
中原区の魅力発信、幅広い年齢層の区民の交流を目
的に平成 24 年度に始まった川崎市 7 区で唯一の区
民ミュージカルです。舞台芸術活動を通して、次代を
担う子どもたちにとって、未来の「まちづくり」
「ひと
づくり」に貢献できるものとなることを目指していま
す。出演者は年度初めに募集。運営サポート（実行
委員）は随時募集中。
①奥平 亨
②参加費 稽古費 3,000 円／月
衣装費・舞台費等諸費用あり

趣味・音楽活動・芸術活動

中原歴史散歩の会

③☎ 090-6020-3362
nakaharamusical2021@gmail.com
https://www.nakamyu.com/
④本公演は 3 月。練習は不定期。
⑤中原市民館、区内の小中学校施設等

募集中 !

子ども・子育て支援

講師の説明を聞き、歴史を勉強しながら散歩を楽し
んでいます。首都圏を中心に、神社・仏閣・名所・
旧跡を訪れ、懐かしい思い出に浸ると共に新しい出
会いに接することもあります。月 1 回の散歩は、健
康維持にも役立ち、気分転換にもなり明日の英気
を養ってくれます。また、年 1 回バス旅行を実施し
ています。2019 年は香取神宮・成田山等を見学し
てきました。皆さんも是非参加してみませんか。
①若山 信雄
④毎月第 2 木曜日、
②上半期 (4 ～ 9 月 )4,000 円／下半期 (10 ～ 3 月 )4,000 円 雨天は翌週の木曜、1 月 8 月は休会
⑤首都圏の神社、仏閣、名所、旧跡、公園、庭園
③☎ 090-2429-7490
nobuo@crib.co.jp
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募集中 !

④水・木（中原市民館）
金・土（中丸子研究所）
⑤中原市民館 中丸子研究所

フォトなかはら楽写会

①関口 清
②年会費 1,000 円
③☎ 044-411-6356
募集中 !

①西川 裕美
④週 1 回 木曜日
②月 /1,000 円 入団費 /1,500 円
( 子供の練習は月 2 回 土曜日か日曜日 )
③ mamabrasslargo@gmail.com
⑤国際交流センター・中原市民館
https://mamabrasslargo.wixsite.com/website
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子ども・子育て支援

2014 年に結成の主にママさんで構成された吹奏楽
団です。中原区のイベントや保育園等での演奏会に
向けて、毎週楽しく練習しています。子どもを連れて
練習に参加するママも多く、音楽だけでなく育児サー
クル的要素も取り入れた交流をしています。楽器をお
持ちのママさん、一緒に演奏しませんか？ブランクが
あっても大丈夫！ご興味がありましたらぜひ見学にお
越しください。

趣味・音楽活動・芸術活動

ママブラス Largo

④例会 ( 勉強会 ) 月１回 ( 平日 )
撮影会：原則月１回 ( 平日 )
⑤中原区及び神奈川県・東京都 ( 撮影会 )

学習・教養・国際交流

楽写会は 2016 年 4 月 1 日発足。初心者からべ
テランまで混在のシニア多数の写真クラブです。
前身はまちづくり推進委員会の勉強会「楽写会」
で会の発展的解消に伴い受講生が引継ぐ。毎月、
中原区役所５階のなかはらっぱ会議スペ―スで撮
影会作品を中心に勉強会を開催。撮影会作品は
互選のコンテストも実施し、選ぶ目と力の向上に
励んでいます。写真を媒体に第二の人生を楽しん
でいます。

運動・スポーツ団体

①花柳 錦右（藤嶋 とみ子）
②それぞれ、個人と団体によって違います
③☎ 044-422-5012 携帯 090-9013-5537
FAX 044-422-5025

ボランティア・福祉・居場所づくり

年がいっても元気で楽しく踊りながら仲間作りを
し、第二の青春時代を楽しんでおります。活動内
容として①市の文化行事・イベントの参加②祭礼
など地域文化の向上③老人ホーム福祉施設への、
日本舞踊の慰問④外国人のお客様留学生を招待し
日本の伝統行事を一緒に楽しみます。

地域・環境・街づくり

日舞扇乃会

地域・環境・街づくり

モットンクラブ

募集中 !

ボランティア・福祉・居場所づくり

「音楽好きな友の会」の姉妹組織で「地域、全国の各
ジャンルの演奏家、そして音楽活動に関わるあらゆる
人をネットワークしたい、演奏の場を創りライブと楽曲
の発信活動を後押しして行く事を目的に、元住吉から
も世界に向けて配信をと演奏者達が発足。 現在、登
録メンバーが演奏動画、オリジナル楽曲を配信してい
る。また元住吉ミュージック・フェスティバル（MMF）
を主催、参加メンバーのライブなどの協力をしている。

運動・スポーツ団体

①牧野くみ（まきの くみ）
④不定期（元住吉ミュージック・フェスティバル、元住吉
塚田親一（つかだ しんいち）
の気軽な音楽会、街角投げ銭ライブ、クラシック演奏
②催事参加費で運営
会など活動。）※新型コロナにて「元住吉ミュージック・
③ info@mottonclub.com
フェスティバル」は延期されています。
http://mottonclub.com
⑤川崎市国際交流センター・ホール

樂健書道会

募集中 !

学習・教養・国際交流

一番身近な芸、一番ひとから羨まれる趣味、自分以上
に評価してくれる習い事、それは書への挑戦から始ま
るでしょう。字はおぼえられるし、有名な小説の一節
でも転記すれば、文の綾も勉強できるし、こんなすて
きなものはないのではありませんか。但し字の良し悪
しはひと様がきめる事である事を銘記しておいて下さ
い。まずは、年賀状を自筆でだしてみましょう。
①高島 進
②なし
③☎ 044-422-4381

趣味・音楽活動・芸術活動

ラ

ナ

ハ

ワ

イ

ア

④不定期
⑤
ン

キ

ル

ト

LANA HAWAIIAN QUILT

募集中 !

子ども・子育て支援

伝統的なハワイアンキルトを基礎から学べます。沢山のオリジナ
ル教材の中からお好きなパターンや布色を選んで作品を完成させ
ます。キルトの他にハワイの植物や歴史に関しても一緒に学んで
皆さんと楽しい時間を過ごしています。地域のイベントにも積極
的に参加して多くの方にハワイの雰囲気を楽しんでいただいていま
す。皆さんもオハナ（家族）の一員となりませんか？

①遠藤 久乃
②月謝制
③☎ 090-5574-8400
pilialoha.e@gmail.com

④第 1、3（水・土曜日） 第 2、4（金曜日）
⑤武蔵中原教室
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登録団体の紹介

子ども・子育て支援
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地域・環境・街づくり

ガールスカウト神奈川県第 17 団

募集中 !

ボランティア・福祉・居場所づくり

ガールスカウトは 146 の国で約 1 千万人の会員が活動す
る世界最大の少女と女性のための団体です。私たちの団
は 5 歳児から 80 歳代まで 50 人以上が所属しています。
異年齢の少女達がグループを作り、キャンプ、スキー、茶
道や調理、ボランティア等様々な活動をリーダーの指導
で楽しんで行います。少女達は自己肯定力を高め自ら考
え行動する力、コミュニケーション力、奉仕の心を身に付
けていきます。いつでも見学できます。
①小林 美年子
②年額登録費 6,450 円
活動費：月 1,500 円 その他実費

運動・スポーツ団体

③☎ 044-722-2028( 小林 美年子 )
mineko.sb-7130@nifty.com
http://home.f00.itscom.net/gskana17/
④月 3 ～ 4 回（主に日曜日）
⑤中原市民館

ごうじ母親クラブ

学習・教養・国際交流

ごうじ母親クラブは神地町内会の助成を得て
小学校未満の小さなお子さんを持つ母親で活
動しているクラブです。地域のイベントの案
内なども発信しており、近隣の幼稚園、小学
校の情報やママ同士の情報交換の場にもなっ
ています。
ご近所の子育て仲間が増えて楽しいですよ！
（ごうじ地区（上小田中６丁目）以外の近隣に
お住まいのお母さんも参加できます。）
①外川 麻衣子
②お子様一人につき年 300 円
③ goji-mama@outlook.jp

④毎月第２水曜日
⑤神明会館
（上小田中 6 丁目 43-1

神明神社敷地内）

趣味・音楽活動・芸術活動

国際子育てひろば「コアラ」 募 集 中 !

子ども・子育て支援

０才～３才までの子供を育てている外国人と日本人の親子が
月２回集まり情報交換、友達作りをしています。日本の行事、
外国の歌や踊り、ハロウィン、クリスマスなどのイベントを皆
で企画しています。ママが幸せでなければ子供は幸せになれ
ません。外国語は話せなくてもいいです。お互い助け合い楽
しいひろばにしていきましょう。
①米澤 悦子
②年会費 500 円、イベントにより実費あり
100 円～ 400 円
③ yonechan2008@waltz.ocn.ne.jp
http://ikuji-koala.blogspot.com/
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④月２回、木曜日の 10：00 から、
予約できない場合は水曜日もあり
⑤福祉パルなかはら

保育ボランティアグループ にじの会

募集中 !

④不定期 ( 平日・休日 午前中が多い )
⑤中原市民館・他公共施設等の会議室

趣味・音楽活動・芸術活動

①河村 順子
② 300 円／月
③☎ 080-3124-0360
junjunkawa324@gmail.com

学習・教養・国際交流

「昭和の時代から保育しています。」これが私た
ちのキャッチフレーズ。保育という形で子育て
中の親子を応援してきました。さらに「公園遊
び」を取り入れ、
「あそびのひろば」から地域
でのつながり、ママ同士、子ども同士、仲間を
見つけるお手伝いもしています。関わった親子
に街で会い、成長の様子を見聞きできると嬉し
くなります。30 ～70 代と幅広い世代のメンバー
18 名で活動中。

運動・スポーツ団体

①廣田 里香
④毎週木曜日
②入会金 100 円 会費 1,000 円 / 月
9：30 or 10:00 ～ 11：30 or 12:00
※赤ちゃんマッサージ
③☎ 090-7691-5126（SMS 可）
または 各種 SNS の DM からも問い合わ
コロナ禍でお休み中。希望により再開あり。
せできます。
⑤小杉 or 新丸子こども文化センター（月 2 回）
SNS アカウント ID：@dendenmushi405
近隣の公園・施設など
(Instagram, Facebook, twitter 共通 )

ボランティア・福祉・居場所づくり

お母さん同士の友だち作りを大切にしながら親子（0 歳～
就園前）で活動しています。こども文化センタ―での活動日
には、赤ちゃんマッサ―ジや親子リズム体操をした後、季節
の行事や工作等をします。その他の活動日は外遊び。公園や
施設等に出かけます。活動内容を自分達で決めるので、お
母さんたちが楽しめる企画も盛り込めます。室内運動会やバ
ザ―、発表会もあります。

地域・環境・街づくり

でんでんむし（子育てサークル） 募 集 中 !

子ども・子育て支援
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なかはらっぱとは
新しく区民になった人、仲間がほしい人、自分の活躍するフィールドを探している人。
いろいろな人が集まり、中原区について話すことができるカフェのような場所…。それが、
中原区民交流センター「なかはらっぱ」です。「中原」と「原っぱ」の合成語で「原っぱ」
のように人々が気軽に集い、楽しむ場でありたいという願いが込められています。

利用するには
１

利用できる団体・登録方法
中原区内で行われているまちづくり活動や社会サービスの提供などのボランティア活

動を行っている団体です（利用対象は団体のみです）。利用する場合は、事前に団体登録し、
会員になることが必要です。新規団体の登録申請方法及び申請要件については、事務局
までお問合せください。
２

会議室・印刷室の利用できる日時

（１）平日 9：00 ～ 12：00

13：15 ～ 16：15（年末年始 12 ／ 29 ～ 1 ／ 3 を除く）

（２）会議室、印刷室は次の時間帯ごとの予約制です。
（利用日当日に空きがあれば使用できます）
① 9：00 ～ 10：00

② 10：00 ～ 11：00

③ 11：00 ～ 12：00

④ 13：15 ～ 14：15

⑤ 14：15 ～ 15：15

⑥ 15：15 ～ 16：15

（３）①・②・③または④・⑤・⑥の 3 コマまで連続利用が可能です。
会議室については、同一団体での予約は、1 週間に 1 回までです。
３

窓口開設時間
窓口は、なかはらっぱ内カウンターに設けます。

原則、水曜日の 10:00 ～ 12:00 に登録団体による輪番窓口を実施しています。
４

会議室・印刷室の予約方法・利用方法

（１）事前予約の開始日は、利用希望日の 2 ヵ月前の日とします。
（２）電話もしくは、直接なかはらっぱにお越し頂き、予約してください。利用日当日ま
でに利用申請書を窓口に提出してください。利用日当日の提出も可能です。

37

５

掲示板の利用方法
利用日当日までに、利用申請書を中原区役所地域振興課まで提出してください。

６

利用料金（※会議室は無料）
印刷料金（片面印刷の場合）
白黒
1円

A4 サイズ

カラー
3円

※カラー印刷機は 10 円未満 5 円単位の切り上げ
※ USB メモリーのデータ持参でも印刷可
ラミネート料金

７

白黒
2円

A4 サイズ
20 円

A3 サイズ

A3 サイズ
30 円

お問合せ
区民交流センター

なかはらっぱ直通

中原区役所地域振興課

TEL

TEL

044-744-4087（水）

044-744-3324
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FAX

044-744-3346

カラー
6円

全領域・全市の市民活動の拠点！かわさき市民活動センター

かわさき市民活動センターは、“誰もが暮らしやすい社会の実現”に向け、市民活動
を行う団体を応援する公益財団です。会議や打ち合わせに使える「会議室」や「フリー
スペース」などの施設サービスはもちろん、団体活動自立、成長を支える「助成金制
度」、手続きや事務等で困っている団体向けの税理士・行政書士等による「専門相談」、
活動の宣伝や資金集めのためのイベント「つながるマルシェ」など、あらゆる面での
支援を用意しています。
住所：中原区新丸子東 3-1100-12
電話番号：044-430-5566
メール：suisin@kawasaki-shiminkatsudo.or.jp
ホームページ：http://www2.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/volunt/
センター施設サービス
会議室
2 室（18 人～ 36 人）有料
フリースペース
5 卓（6 ～ 14 人）無料
高速製版印刷機
印刷室
大判出力（A １、横断幕）
折機・裁断機・ラミネーター
貸しロッカー、
備品保管や郵便受取（代行）に
レターケース
利用できます
（月額￥50 ～）
パソコンコーナー Web 会議も可

※利用には「施設利用登録」が必要、一部有料です。詳細はホームページをご覧ください。
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なかはらっぱまつり
なかはらっぱ祭りとは、中原区民交流センター「なかはらっぱ」に登録している市民
活動団体が日頃の活動を発表、来場者との交流や団体同士の交流を深めるお祭りです。
毎回メインテーマを設定し、例年７月に中原市民館・市民活動センターで開催してい
ますので、ご参加ください。
回

数

テーマ

回

数

テーマ

第１回

第９回 つなげよう

第２回 「環境って何？」

第10回

第３回 「中原を知ろう」

第11回 楽しいまち、住みたいまち、なかはら

第４回 「なかはらっぱ祭りに集まろう」

第12回 育てよう心の花！咲かせよう笑顔の花

第５回

「なかはらっぱに集まろう」
（ようこそなかはらっぱ祭りへ）

育てよう

広げよう！

来て！見て！たのしくふれあおう！
住みたいまちなかはら

第13回 今日の出会い

明日の仲間

第６回 「なかはらっぱ祭りで交流しよう」

第14回

今日の出会い 明日の仲間
（みんなでつくろう わたしたちのまち）

「なかはらっぱに集まろう」
（ひとつになってわと和）

第15回

今日の出会い 明日の仲間
（新しい時代 広げようみんなの輪）

第17回

今日の出会い 明日の仲間
（なかはらっぱを知ろう）

第７回

第８回 つなげよう

育てよう

広げよう！

※第16回は新型コロナウィルスの影響により中止

（撮影：川連

昌久）
40

なかはらっぱから見える景色
中原区役所 5 階なかはらっぱからの眺め。
天気の良い日には、富士山を見ることができます。
是非一度なかはらっぱへお越しください。

（2022 年 1 月 4 日撮影：川連
41

昌久）

索引
【あ行】
アロハスマイル＆ウクレレ
井田協友会
いだ地域包括支援センター
In Unity 実行委員会
映像オペラを楽しむ会
ＥＮＪＯＹピアノサークル
おたまじゃくしの会
おと絵がたり
音楽好きな友の会

10
4
10
26
26
26
27
27
27

【か行】
ガールスカウト神奈川県第 17 団
神奈川「三者の会」
かわさきかえるプロジェクト
川崎吟友会 中原教場
川崎混声合唱団
かわさき市民アカデミー
川崎中原の空襲・戦災を記録する会
かわさき七和会
川崎の男女共同社会をすすめる会
カワサキミュージックキャスト
川崎老人将棋連盟
かわさき waii の会
環境紙芝居エコ座
氣功・楊名時太極拳木月
言語交流研究所 ヒッポファミリークラブ
Coa クラブ
公益財団法人 現代人形劇センター
ごうじ母親クラブ
コールなかはら
国際子育てひろば「コアラ」
混声合唱団 翠声会
混声合唱団とどろき

35
10
4
28
28
22
22
11
22
28
23
11
4
17
23
11
29
35
29
35
29
30

【な行】
中原運動普及推進員の会
12
中原区肢体不自由児者父母の会
13
中原区市民健康の森を育てる会
5
中原区食生活改善推進員連絡協議会
13
中原区精神保健福祉家族会 こすぎ会
13
中原区文化協会
30
なかはら散策ガイドの会
6
中原市民館サークル連絡会
6
中原杖道会
19
なかはら食のみまもり会
6
中原書道研究 静墨会
30
中原太極拳研究会
19
中原陶芸研究会
31
なかはらパンジー隊
19
なかはら水と緑の環境ネット
7
なかはらミュージカル
31
中原歴史散歩の会
31
中原老後を良くする会
14
二ヶ領用水・中原桃の会
7
日舞扇乃会
32
日本シニアテニス連盟南関東支部（等々力） 17
【は行】
花クラブ実行委員会
PD トライ
フォトなかはら楽写会
保育ボランティアグループ にじの会
法政時計塔校舎存続 ( 保存 ) 運動協議会
ボランティアグループ ひまわりの会
ママブラス Largo
モットンクラブ
モモの会

【さ行】
ＳＵＮヨガ研究会
17
CC なかはら・地球にいいことプロジェクト 5
白百合の会
18
身体調整体操ＴОＡクラブ
18
健やかフィールド「まきば会」
12
すみよし UHC
18
【た行】
でんでんむし
東京第四友の会小杉方面
とどろき地域包括支援センター
とどろき水辺の楽校

ヨガの家 KIZUKI

【ま行】

【や行】

【ら行】
樂健書道会
LANA HAWAIIAN QUILT
朗読ひなの会
朗読ボランティアグループ かざぐるま

36
23
12
5
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7
14
32
36
8
14
32
33
15
20
33
33
24
15

