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ページにあります。

ご存知でしたか？
実は教育文化会館・市民館・分館って会場を提供している場所だけではないんです。各館で多様
で多彩な講座・催しを行っています。各館が企画・運営した活動をほんの一例ですがご紹介しま
す。興味や関心を持たれた方の参加をお待ちしております。

バルーンアートでコミュニケーション
（市民エンパワーメント研修）

久々に子どもと遊ぶ機会に恵まれ
本当に楽しかった。バルーンアー
トの技術が身について子どもとか
かわるきっかけができた。

この研修はバルーンアートの技を楽しく学びながらコミ
ュニケーション能力を身につけ、地域活動に活かすこと
が目標です。いろいろな形のバルーンで、犬・花・魚・
虫・果物かごなどたくさんの作品を作り、最終回には、
子育て広場の子どもの前で披露しました。

（橘分館）

新米 Mama Papa の のんびり子育て
〜ゆるやか育児のススメ〜
（家庭・地域教育学級）

この学級は、初めての育児をパートナーとともに安心し
てゆったりできることを目指しました。産後の体調管
理・予防接種・初めての絵本・パパと赤ちゃんの触れ合
いなど、幅広いテーマで実施しました。子育てママの女
子会といった雰囲気です。

（高津市民館）

）
講座を受けた仲間と「チームのんびりママ」
を結成しました。平成２６年度は高津市民
館と協働して子育て交流広場を開催してい
ます。求めれば情報はたくさんあるので、
勇気を出して市民館へ行ってみよう！

この講座で長く付き合えるママ
友ができたのが一番良かった。
子育ての情報を自分で判断する
基礎も身に付きました。パパが
参加できるのもポイントです♪

（シニアの社会参加支援事業）
自然豊かな岡上地区の特徴である「農」
「食」を、地元の食に関
係する方々から体験をとおして学ぶことで、地域に愛着を持っ
てもらうことを目的に開催しました。
個人では許可の下りにくい納豆工場見学や、地元で作った麹で
味噌作りなど、岡上ならではのプログラムで人気を集めました。
（岡上分館）

一週間に一度の講座の日
が待ちきれないほど。
この一ヵ月はあっという
間に過ぎた感です。

食の達人から学ぶ岡上

地元岡上をより深く知ることができて、毎回大
変楽しく参加しました。また、このような企画
をたてていただけると嬉しいです。

中原から考える平和と人権（平和・人権学習）
川崎に住んで 20 数年ですが、地元の歴史について知らずに
いました。これからも中原のことをもっと知って、子どもに
語り伝えられるようになりたいと思いました。
平和や人権の尊重について学び、共生す
る地域社会をめざす事業です。この講座
では中原の戦中・戦後の歴史を振り返り
ます。
地元の歴史を学びそこで活動した人々の
想いを知ることで、地域社会の現在と未
来について共に考えていきます。
（中原市民館）

さまざまな事がらを記録し、風化させない運動が大切
だと感じています。私たち一人一人が信頼し、協力し
合い平和な世の中を作っていきたいと先生の講演を聴
きながら改めて感じました。

麻生青年教室（障がい者社会参加学習活動）
障がいの有無や年齢に関係なく、仲間づくりや交流を目指して、
軽度の知的障がいのある方(メンバー）と市民ボランティアが月一
回料理やクリスマス会などの様々な活動をしています。
現在、各館でボランティアを募集中です。活動を覗きに来てくだ
さい。青年のみなさんと一緒に明るく楽しい活動をしていきませ
んか！？
（麻生市民館）

メンバーの声
毎月の麻生青年教室で仲間と活動するのが楽
しみです！私は、料理教室が大好きです。今回
は、ハンバーグカレーを作りました。12 月はサ
ンタさんがやってきて、クリスマスプレゼント
をもらいました！

「子育ての悩みを地域のみんなと考えたい」、「青少年向けの地域イベントをやって若者の交流を
図りたい！」、「音楽を通して地域交流をやりたい！」など、市民のみなさんからご提案いただい
た事業や催しを、教育文化会館・市民館・分館と『協働』で企画・運営しています。今、地域や
社会にどのような課題があるのか、どのような学習が必要なのかを地域のみなさんと考えて様々
な講座や事業を実施しています。

市民が提案し実施した事業です（市民自主学級・企画事業）

自然に触れなが
ら地域のことも
わかりよかった。

小学生の子ども
同士の交流がで
きてよかった。
料理のポイントがわ
かったので、少しで
も続けていきたい。

利用者の声

小学生以下の子どもを持つ父親向けの学級です。親子がふれあうこ
と、父親同士の交流を図ることを目的に、子どもと一緒に地域の公
園に行ったり、パパ料理やおもちゃ作りを学びました。
（幸市民館）

ガラスに描けて、簡単に消せるクレヨン「キッ
トパス」を使って、プラザ大師のガラスにみん
なで絵を描く参加型のアートイベントです。
（大師分館）

１階の入り口通路は、普段少し暗い印
象だけれど、クレヨンアートがあると
にぎやかな雰囲気でいいですね！

企画団体の声

参加した子どもたちが、 描く
こと を楽しむだけではなく、
自分たちの絵を 消してきれい
にする ところまでを一つのイ
ベントとして企画しました。

みやまえ文化魂
「必死に練習してきたのに成果を発表する場所がない！！」
そんな中高生のために
中高生が企画運営する
中高生のための文化イベント（。・ω・。）／
バンド・ボーカル・楽器・ダンス・茶道 etc.…
なんでもありだよ(
)
（宮前市民館）

自分たちでステージを作り上げる面白さがあります。同時に、
多くの人をまとめる力や礼儀の大切さが分かりました。
学校以外の場で同世代や年上の人など多くの地域の人と話し合うことが
でき、コミュニケーションや人間関係について考え方が変わりました。

（区地域課題対応事業）

たまたま子育てまつり
キャラクターまーるちゃん

始まりは市民の声から

「たまたま子育てまつり」は平成
14 年から続き、毎年 4,000 人以
上の来場者で賑わっています。

子育て中の親子や子育てに関心のある市民が、楽しく
１日を過ごしながら、子育て情報を得たり、イベントや
講演会に参加するおまつりです。仲間づくりや子どもを
（多摩市民館）
育てる力を培う場になっています。

普段忙しくて、吹奏楽と離れているのでこういう機会があって
嬉しいです。出演者が合奏するのがリハーサルと本番だけで少
し不安でしたが、本番成功してよかった！楽しかったです。

毎回２日間だけのリハーサル
とは思えない仕上がりに驚か
されています。人数が多くて迫
力もあり、鳥肌が立ちました。

観客の声

出演者の声

毎年 2 月に開催している吹奏楽コンサート（入場無料）です。この日のために公募によって集まった、世代を
超えた 200 名以上の吹奏楽愛好家が演奏します。演奏者だけでなく、ご来場いただいた会場の皆さんやスタッ
フも含めて、会場全体で音楽を楽しむひとときを過ごします。

（教育文化会館）

「音楽会をやりたいけれど場所がない」、「みんなで料理をやりたいけれど…」、
「〇〇〇をやりたいけれど…」などなど。そんなお困りのあなたへ。
教育文化会館・市民館・分館では利用目的に応じて様々な部屋があります。

市民館にある施設の中では、大ホールの次に定員が多く、講演会や会議、
研修会、学習会など、多人数が集まるときの利用に適した部屋です。
■音楽鑑賞や映写会
■健康体操や軽運動
■小音量での歌や演奏など にもご利用できます。

仲間と一緒にスポーツや健康づくりのために体を動かしてみま
せんか？子どもから大人まで、屋内スポーツ、ダンスや体操か
ら親子体操など目的に合わせていろいろな使い方ができます。
宮前市民館

さまざまな調理器具を使って料理ができる部屋です。ご近所の仲
良しグループでのクッキングや男性の料理サークル、食生活改善
のための料理教室などにもご利用できます。

仲間との楽しみ方や表現の仕方がいろいろ出来るスペースです。
防音設備やピアノなどを常設しています。
やりたいこと、やりたかったことが実現できる部屋です。
多摩市民館

絵画、手芸、木工、工作、華道、創作教室など利用用途が豊
富で便利！仲間と作った素敵な作品と思い出は一生モノです。
多人数でわいわいするも良し、少人数で作品作りに没頭するのも良し！
ものづくりを楽しみませんか。

きものの着付け、茶道のサークル、日本舞踊、謡曲、
ヨガ教室、小さな子ども連れのお母さんたちの集まり
などに人気です。
麻生市民館

Q．すぐに使えますか
A．各館をご利用いただくには、川崎市の公共施設予約システムである「ふれあいネッ
ト」にご登録いただいたのちにお使いになれます。登録は各館のほか、区役所等川
崎市の他の施設でもできます。

Q．個人でも部屋を使えますか
A．各館の部屋は個人ではご利用できません。「ふれあいネット」にご登録いただくとき
に団体として登録する必要があります。団体として登録するには 5 名以上のメンバ
ーが必要です。

Q．市外に住んでいる人でも使えますか
A．抽選申し込みには、川崎市内に在住、在勤、在学の方が過半数を超える団体であるこ
とが必要です。抽選申込終了後であれば、過半数を超えていない団体や市外の団体
でも各館を利用できます。

Q．使用料はいくらですか
A．各館によって、またご利用する部屋の種類、平日か土日祝日・時間帯によって使用
料金が異なりますので、ホームページまたは直接各館にお電話でお問い合わせくだ
さい。

Q．部屋の予約方法を教えてください
A．各館の部屋は「ふれあいネット」を通じて予約します。「ふれあいネット」に登録を
して申し込みをすれば、市民館等にある利用者端末から、又はパソコン等からイン
ターネットを通して「ふれあいネット」に接続して予約できます。
※ ご利用には様々なケースがありますので、お問い合わせください

【教育文化会館・市民館・分館の連絡先】
①教 育 文 化 会 館

川崎区富士見 2-1-3

TEL 044-233-6361

FAX 044-244-2347

②教育文化会館大師分館
（プラザ大師）

川崎区大師駅前 1-1-5
川崎大師パークホームズ 2 階

TEL 044-266-3550

FAX 044-266-3554

③教育文化会館田島分館
（プラザ田島）

川崎区追分町 16-1
カルナーザ川崎 4 階

TEL 044-333-9120

FAX 044-333-9770

④幸

幸区戸手本町 1-11-2

TEL 044-541-3910

FAX 044-555-8224

⑤幸 市 民 館 日 吉 分 館

幸区南加瀬 1-7-17

TEL 044-587-1491

FAX 044-587-1494

⑥中

原

市

民

館

中原区新丸子東 3-1100-12
TEL 044-433-7773
パークシティ武蔵小杉ミッドスカイタワー1・2 階

FAX 044-430-0132

⑦高

津

市

民

館

高津区溝口 1-4-1
ノクティプラザ 2 11 階

TEL 044-814-7603

FAX 044-833-8175

⑧高 津 市 民 館 橘 分 館
（ プ ラ ザ 橘 ）

高津区久末 2012-1

TEL 044-788-1531

FAX 044-788-5263

⑨宮

宮前区宮前平 2-20-4

TEL 044-888-3911

FAX 044-856-1436

⑩宮前市民館菅生分館

宮前区菅生 5-4-11

TEL 044-977-4781

FAX 044-976-3450

⑪多

摩 市

民

館

多摩区登戸 1775-1

TEL 044-935-3333

FAX 044-935-3398

⑫麻

生 市

民

館

麻生区万福寺 1-5-2

TEL 044-951-1300

FAX 044-951-1650

麻生区岡上 286-1

TEL 044-988-0268

FAX 044-986-0472

市

前

民

市

民

館

館

⑬麻生市民館岡上分館

○教育文化会館・市民館・分館を利用できる日、時間
休館日と点検日を除き、土日祝日も開館しています。
午前・午後・夜間の利用区分があります。＊夜間の利用時間が異なる施設もあります。
午前：9 時～12 時／午後：13 時～17 時／夜間：18 時～21 時

○休館日について
毎月第 3 月曜日（祝日の場合は翌日）と年末年始（12/29～1/3）は休館日です。
休館日は、施設の利用ができません。
また、施設点検のため、利用できない日もあります。

○施設や設備について
施設や付帯設備をご利用の際には、利用料金がかかります。
また、設備や施設の有無、利用料金は各館で異なります。
＊詳細は、各館にお問い合わせください。
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