
令和５年度多摩市民館市民自主学級・市民自主企画事業

令和５年度企画提案募集令和５年度企画提案募集
〜参加する側から企画する側へ〜〜参加する側から企画する側へ〜

応募のご案内	 令和４年12月１日（木）から	
（企画提案用紙の配布）
臨時相談会	 令和５年１月８日（日）
時　　　間	 15時～17時	
	 	 （時間中いつでも相談いただけます。）
会　　　場	 多摩市民館４階　第６会議室
企画提案書類の提出　令和５年１月６日（金）～
	 	 　　　　　１月20日（金）17時必着

企画提案会	 	令和５年２月26日（日）13時～17時（予定）	
（各提案者の提案時間は30分程度）

申込必要事項　	1 2月１日（木）から窓口で配布する「令和５年
度多摩市民館市民自主学級・市民自主企画事
業募集のご案内」の中の提案書に必要事項を
記入の上、締切日までに市民館窓口に提出し
てください。

申込・問合せ先	 多摩市民館

市民館では、みなさんのアイデアや想いを実現するための市民自主
学級と市民自主企画事業の企画提案を募集します。
採用された提案は、市民館から資金や場所の提供といった形で、み
なさんと一緒に協働して開催していきます

「市民自主学級」は、テーマに沿った継続学習をすることにより、
地域や社会の課題を解決し、受講者同士の仲間づくりを図ります。

「市民自主企画事業」は、通年事業や講演会、イベントなどさまざ
まな形態で、世代や立場を超えた市民の交流や活動のネットワーク
化を図ります。

「こんなことをやってみたい！」と思っている方、ぜひ一度市民館にご相談ください！

企画提案のご相談は、随時受け付けています。

多摩
市民館だより

第316号

申込・問合せ：川崎市多摩市民館
〒214-8570　川崎市多摩区登戸1775-1
☎︎044-935-3333 FAX 044-935-3398
https://www.city.kawasaki.jp/tama/category/98-11-1-0-0-0-0-0-0-0.html

利　用 : 9 時～21時、		受付時間 : 8 時 30分～21時
休館日 : 毎月第３月曜日（休日と重なる場合は当該日直後の休日でない日）

※新型コロナウイルス感染症対策により、多摩市民館だより発行後に、掲載されているイベント・講座などの
　内容について、変更・延期・中止となる場合があります。お問い合わせください。

12月から1月の休館日
休館日：12月17日（土）、19日（月）、 

12月29日（木）～1月3日（火）、1月16日（月）
※諸事情により、休館日や事業内容が変更・中止になる場合もございます。	
ご了承ください。

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。

多摩市民館だより
発　行　川崎市多摩市民館
発行日　令和4年12月1日
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 現代的課題学習事業

保育園に通うまで、子どもと一緒に笑顔で過ごせるよう、
専門家から必要なことを学びます。子を持つ親同士、
人と人がつながりあえる講座です。

平和・人権・男女平等学習

日　　時 内　容／講　師

第１回
12月10日（土）
13時30分～

15時30分

【講座】地方も国会も 40% は女性！
ノルウェーのジェンダー平等に学ぶ

女性政策研究家 三井 マリ子

第 2 回 12月17日（土）
10時～12時

【フィールドワーク】 
謎の秘密機関 陸軍登戸研究所を訪ねる

登戸研究所学芸員 渡辺 賢二

第 3 回
１月14日（土）

13時30分～
15時30分

【公開講座】 日中戦争からウクライナ戦争を
考える～日本はかつてない軍拡競争へ～

明治大学教授 山田 　朗

第 4 回
１月22日（日）

13時30分～
15時30分

【講座】生活の中にひそむジェンダー不平等
誰もが生きやすい社会について考える

弁護士 太田 啓子

第 5 回
１月28日（土）

13時30分～
15時30分

【講座】 
セクハラの被害者、加害者にならないために

弁護士 角田 由紀子

第 6 回
２月12日（日）

13時30分～
15時30分

【講座】物価高騰と平和憲法の今～ジャーナリ
ストとして日本国憲法について考えること～

神奈川新聞記者 田崎 　基

第 7 回 ２月18日（土）
10時～12時

【フィールドワーク】平和館を訪れ、過去の戦争の
歴史を学ぶとともに非平和の概念を学習する

川崎市平和館　専門調査員 暉峻 僚三

第 8 回
２月25日（土）

13時30分～
15時30分

【話し合い】 
語りあおう。世界の平和と自分の幸せ

企画運営委員会

開 催 日	 令和4年12月10日（土）～令和５年2月25日（土）
時　　間	 	講義／ 13時 30分～ 15時 30分	

フィールドワーク／ 10時～ 12時
会　　場	 生田出張所、フィールドワークも予定
対　　象	 関心のある方
定　　員　	25 人【先着】
受 講 料	 無料
申込開始日時　11月15日（火）10時から
申込方法	 来館、電話、FAX、市民館ホームページ
申込必要事項	 	氏名、メールアドレス（任意）、住所、電話番号
申込・問合せ先	 多摩市民館

誰もが尊重される平和な社会を目指して、様々なテーマ
（ジェンダー、戦争、セクハラ、憲法など）で、講座とフィー
ルドワークを開催します。

自分の食事やキッチンが海や森や世界を守ることにつながっているよ。くりかえし使える「みつろうラップ」
をかわいく手作りし、SDGs な生活を体験しよう。子どもから大人まで楽しく体験できます。

（アイロンとはさみを使います。）

　　手作りみつろうラップ作り　　手作りみつろうラップ作りとと
　　　　　　　　ＳＤＧｓな生活　　　　　　　　ＳＤＧｓな生活

開 催 日	 令和５年１月29日（日）
時　　間	 午前 10時～ 12時
会　　場	 多摩市民館　４階　第１会議室
対　　象	 小学生～大人
定　　員　25人【先着】	
	 子どもだけの参加はお避けください
受 講 料	 無料、ただし、材料費等として 1人 300円
保　　育　なし
申込開始日時　12月15日（木）午前 10時から
申込方法	 来館、電話、FAX、市民館ホームページ
申込必要事項	 氏名、住所、電話番号、メールアドレス	
	 （子どもの場合は学年も）
申込・問合せ先	 多摩市民館

　蜜蝋（みつろう）ラップは、布に蜜蝋をしみこませて作っ
た布製ラップです。プラスチックを使わず、くり返し使
えるので。地球にやさしいラップとして注目されていま
す。簡単に手作りできますので、このワークショップで
体験してみてください。

考えよう　　 世界の平和　　 世界の平和 とと
一人ひとりの幸せ一人ひとりの幸せ
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生涯学習交流集会「今年度は拡大開催！」

高齢者セミナー

第１部 基調講演 　和
かのう

　秀俊 氏
（田園調布学園大学 人間福祉学部社会福祉学科准教授 兼 地域交流センター長）

第２部 各団体紹介 多摩市民館や多摩区で活動している地域活動団体や、ボランティア団体を
ご紹介します。

第３部 　ブースに分かれて団体から活動紹介、質問タイムなど

主催：多摩区役所・川崎市教育委員会

開 催 日	 	令和５年２月11日（土・祝）
時　　間	 １３時～１６時（予定）
会　　場	 	多摩区総合庁舎 11階会議室（基調講演）	

多摩市民館会議室（各団体から活動紹介）
対　　象	 地域活動に興味のある方、	
	 他の団体の活動を聞いてみたい方
定　　員　100人【先着】
受 講 料 	無料

詳細については、区ホームページ等をご覧ください。

家族以外との交流が生活の「はり」や「楽しみ」を感じる重要な要素であると言われています。このイベントで 
「地域の居場所」が必要な理由を知ったり、聞いたり、地域で活動している方のお話を通してあなたの新たな「居
場所」や「つながり」を見つけてみませんか。

〜多摩市民館トイレリニューアル工事中です。ご理解・ご協力ありがとうございます。〜〜多摩市民館トイレリニューアル工事中です。ご理解・ご協力ありがとうございます。〜

いろいろ見つかるかも！？地域の「居場所」探し！ 「つながり」探し！地域の「居場所」探し！ 「つながり」探し！

多摩区総合庁舎の外壁改修工事に伴い、市民館会議室等の貸出は夜間のみ
としていましたが、２月までの間、日曜日・祝日の午前・午後区分を貸出
再開しております。

３月以降は通常通りの貸出となる予定ですが、工事は続いており、工事音
や臭気が発生することがあります。ご理解、ご協力をお願いいたします。

多摩市民館会議室等の一部貸出再開について

今年度の「高齢者セミナー」は、今年度の「高齢者セミナー」は、
次回の“市民館だより”で、次回の“市民館だより”で、
ご案内いたします。ご案内いたします。

予 告予 告

【生涯学習交流集会 × 地ケアフォーラム】

和　秀俊 氏

区HP▶
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多摩図書館からのご案内

課題別連携事業

主催：たまく絵本の会、かわさき宙と緑の科学館、多摩図書館

物語でめぐる星の世界 物語でめぐる星の世界 そのその７７

７回目を数える今年は、バレエでもおなじみの
『くるみわり人形』の絵本を読み語りします。
プラネタリウムに映し出される絵本や星空を
眺めながら、いつもと違うクリスマスの夜を
過ごしてみませんか。

令和５年 6 月 18 日（日）開催『多摩ふれあいまつり』の実行
委員を募集します。「わたしとあなたとこの街と」をテーマに、
障害のある人や支援団体が日ごろ地域で行っている活動に関す
る情報を発信し、「バリアフリーのまちづくり」に対する理解と
啓発を目指して開催しています。一緒におまつりを作り上げて
いきませんか？たくさんの方のご応募をお待ちしてます！

多摩ふれあいまつり実行委員会・川崎市教育委員会

大募集

開 催 日	 12月25日（日）
時　　間	 18 時～ 18時 45分（17時40分開場）
会　　場	 かわさき宙

そら
と緑の科学館（生田緑地内）

対　　象	 	15 歳以上	
（小中学生は保護者同伴で入場可）

定　　員　100人
観 覧 料　無料
申込開始日時　12月９日（金）10時から
申込方法	 	多摩図書館で整理券配布、もしくは	

多摩図書館に電話申し込み（先着順）	
（申し込みは本人と家族分のみ）

申込必要事項	 氏名、電話番号
申込・問合せ先	 多摩図書館　044-935-3400

開催期間	 実行委員会　毎月第2木曜　18時から
会　　場	 多摩市民館　４階　第１会議室
対　　象	 高校生以上の関心のある方
申込・問合せ先	 多摩区社会福祉協議会　044-935-5500

くるみわり人形のくるみわり人形の
絵本とともに絵本とともに

第 22 回 多摩ふれあいまつり実行委員第 22 回 多摩ふれあいまつり実行委員

044-935-3400
月曜日～金曜日9時30分～19時
土・日・祝休日	 9時 30分～17時

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。

※新型コロナウイルス感染症の対策として、当面の間、閲覧席・閲覧室の席を
減らしております。

問 合 せ 先

休　館　日

12月から1月
までの休館日

開館日・時間

12月17日（土）、19日（月）、
12月29日（木）～1月4日（水）、
1月16日（月）～20日（金）

●マスクの常時着用、手洗いの徹底等にご協力ください。また、発熱、体調不良等の場合は来館をご遠慮ください。
★次回の市民館だよりは、令和 5 年 2 月 1 日発行予定です。4 多摩市民館だより No.316


