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11月から1月の休館日
11月19日（月）、12月15日（土）、12月17日（月）、
12月29日（土）～1月3日（木）、1月21日（月）

平成30年11月1日

市民館では「こんな学級や事業があったらいいのに」、「こういう企画を実施してみたい」など、市民のみなさん
のアイデアや想いを実現するための企画提案を募集します。「市民自主学級」では、同じ学習者の方を対象に、
地域や社会の課題解決に向け、一つの課題・テーマで継続的な学習を行います。また、「市民自主企画事業」で
は、通年事業や講演会、イベントなどを通して様々な世代・立場の市民の交流や市民活動のネットワーク化等
を目的としています。日頃の生活でみなさんが気づいたことやアイデアをお寄せください。

あなたの想いを
多摩区の学びに生かしましょう！

平成 31年度多摩市民館市民自主学級・市民自主企画事業

応募の御案内
（企画提案用紙の配付）	

平成30年12月12日（水）から

企画提案説明会	 平成31年1月12日（土）14時〜16時
会　　　　　場	 多摩市民館　4階　第5会議室
企画提案書類の提出	 平成31年1月9日（水）〜1月25日（金）17時必着
企 画 提 案 会 	 平成31年2月17日（日）13時〜17時
申　込　方　法	 	12月12日（水）から窓口で配布する「平成31年度多摩市民館市民自主学級・市民自主企

画事業募集の御案内」の中の提案書に必要事項をご記入の上、締切日までに市民館窓口にご
提出ください。

申込・問合せ先	 多摩市民館

�※企画提案用紙は、多摩市民館窓口で12月12日（水）から
　配布します。
�※企画提案の御相談は、随時受け付けています。

平成31年度企画提案募集
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開 催 日　1月18日、2月1日、15日、3月1日、15日
	 隔週金曜日【全5回】
時　　間　13時30分〜15時30分
会　　場　多摩市民館　4階　第6会議室　他
対　　象　おおむね50歳以上の関心のある方
定　　員　20人【先着】
受 講 料	 無料（但し、安全対策費として100円かかります。）
申込み開始日時　12月21日（金）10時から	
申込方法　来館または電話、FAX、多摩市民館HP
申込・問合せ先　多摩市民館

ちょっとした工夫でキレイに撮れる撮影術を学び、
平成の思い出写真から自分を振り返り、魅力的な多
摩区の撮影を通して平成の多摩
区を振り返ります。
デジカメ、携帯電話などお持ち
の撮影機器をご持参ください。

川崎市で開催されている寺子屋を知っていますか？
この講座では、寺子屋のコーディネート方法や学習の効果的な進め方を学び、実際に寺子屋見学をすることに
より、寺子屋についての理解を深め、寺子屋コーディネーターになりたい人を支援します。

地域の寺子屋コーディネーター養成講座

開催期間　11月22日（木）〜12月20日（木）毎週木曜日　全5回（見学の回は別）
時　　間　10時〜12時（但し、見学の回は、午後）
会　　場　第1回、2回：多摩市民館、3回は見学会場、	第4回、5回：麻生市民館
対　　象	 関心のある方　　　定　　員　20人【先着】
受 講 料　無料　　　　　　　申込み開始日時　11月1日（木）10時から	
申込方法　来館または電話、FAX
申込み必要事項　住所、電話番号（必須）、メールアドレス（任意）
申込・問合せ先　多摩市民館

多摩・麻生
地域の寺子屋コーディネーター養成講座
〜子供の遊びと学びを支え隊　笑顔いっぱい！　地域の寺子屋〜

平成の多摩区と私
写真で振り返る

シニアの社会参加支援事業（入門コースⅡ）

「檻の中のライオン」
 　　　　in 多摩
憲法って何だっけ？そんな疑問に中学校の
公民資料集にも掲載された「檻の中のライ
オン」の著者である「はんどう弁護士」がわ
かりやすい憲法のお話しをしてくれます。
ぜひ、ご参加ください。

講師｜講師プロフィール　
楾　大樹（はんどう　たいき）　
1975年広島県生まれ。中央大学法学
部法律学科卒業。弁護士。ひろしま
市民法律事務所所長。「檻の中のライ
オン」著者。これまで全国各地で230
回以上の講演。

平和・人権学習 開催期間	 平成31年1月19日（土）　
時　　間	 14時30分〜18時30分　
会　　場	 多摩市民館　3階　大会議室	
対　　象	 関心のある方
定　　員	 60人【先着】　
受 講 料	 無料
申込み開始日時　11月27日（火）10時から	
申込方法	 来館または電話、FAX	
申込・問合せ先　多摩市民館

ハラハラするご時世

暮らしの中でかんがえる
公開
講座

大人気！		

今、一番わ
かりやすい

憲法のお話
し

シニアのための
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〜子育てが始まったら考えよう〜
子どもが生まれたら♥遊び方は？お金は？おもちゃの収
納は？？新米ママとパパのワクワクとドキドキについ
て学びます。

開 催 日　	平成31年1月22日、29日、2月5日、12日、19日
	 毎週火曜日【全5回】
時　　間　10時〜12時
会　　場　多摩市民館　4階　第6会議室
対　　象　関心のある方　　	定　　員　20人【先着】
受 講 料	 無料	
申込み開始日時　12月18日（火）10時から	
申込方法	 来館または電話、FAX、多摩市民館HP
申込・問合せ先　多摩市民館

開 催 日　1月31日（木）〜2月28日（木）［予定］　全5回
時　　間　10時〜12時
会　　場　多摩市民館　4階　第6会議室　他
対　　象　主にこれから親になる方、子育て中の方
定　　員　20人【先着】　受 講 料　無料
保　　育	 1歳半〜未就学児15人【要予約】
	 安全対策費として900円
申込み開始日時　12月20日（木）10時から	
申込方法　来館または電話、FAX、多摩市民館HP
申込・問合せ先　多摩市民館

新米ママとパパのためのライフスタイル講座
男女平等推進学習Ⅱ

生涯学習交流集会

平成30年度生涯学習交流集会
〜多摩区で見つける学びと生きがい〜
生涯学習交流集会は、市民館で講座企画やボランティ
アで活動された皆さまの発表と交流会です。
市民館では、地域課題など目を向けた企画、子どもた
ちの保育などたくさんの市民の方が活動しています。
是非、この機会に発表を見て、聞いて、多摩市民館で
つどい！学び！気づき！を実感しましょう。

開催期間	 平成31年2月9日（土）	
時　　間　14時〜16時　
会　　場　多摩市民館　4階　第1会議室
対　　象　関心のある方
定　　員　20人【先着】
申込み開始日時　平成30年12月19日（水）10時から	
申込方法　来館または電話、FAX
申込・問合せ先　多摩市民館　

今年で10年目となりました！フェスティバルでは、
地域で活動している個人や団体の方が演劇やダンス
など、様々な表現を市民館の舞台で披露します。ぜひ、
ご来館ください。
※詳しくは11月中旬の配布のチラシをご覧ください。

開 催 日　12月9日（日）
時　　間　	11時〜15時30分
	 ※例年と開催時間が変更になりました。

会　　場　多摩市民館　3階　大会議室	
定　　員　200人【当日先着】　※出入り自由
入 場 料	 無料

表現舞台活動支援事業

ちっちゃい演劇フェスティバルvol.10

企画運営：ちっちゃい演劇フェスティバル実行委員会　協力：NPO法人演劇百貨店

漫才を聞いて大いに笑い！どじょうすくい踊りで脳活実践、寸
劇やロールプレイイングを通して特殊詐欺防止体験をして話し
合い！生田緑地を散策してみんなでプラネタリウムを鑑賞する！
最終回は地域の美化活動に参加した後、ゆっくり日頃思ってい
ること、聞いてみたいことなどを話し合う！
笑って、話して、動く！この講座で、健康寿命をとことん延ば
しましょう
開 催 日　11月16日（金）〜12月21日（金）　全5回
時　　間　14時〜16時
会　　場　�生田出張所（仮庁舎）［多摩区栗谷3丁目31番10号］
対　　象　おおむね50歳以上の関心のある方
定　　員　25人【先着】
受 講 料	 無料	
申込み開始日時　11月2日（金）午前10時から
申込方法　来館または電話、FAX、多摩市民館HP
申込・問合せ先　多摩市民館
	※	この講座は、主に生田地域在住の区民からなる企画運営委員の
みなさんと市民館が協働して内容を考え決めています。

シニアの社会参加支援事業（入門コースⅠ）

話しましょう！

とことん延ばそう！
健康寿命 受講者募集

笑いましょう！

歩きましょう！

「生涯学習相談ボランティア」とは、市民活動や生涯
学習活動を始めたいと思っている方へサークルや活
動団体等の情報を提供するボランティアです。相談
に乗り、要望やニーズに合った情報をお伝えします。
地域でボランティアをしてみたいと思っている方、
何かを始めたいと思っている方、ぜひチャレンジし
てみませんか？
研修修了後は相談ボランティアとして、デビュー
しましょう！

生涯学習相談ボランティア研修 〜たまの学び応援隊〜

市民エンパワーメント研修
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企画運営：多摩ふれあいまつり実行委員会

市民活動入門講座【体験編】
まずは体験してみませんか？

多摩市民館にほんごクラス（昼）の
活動見学のお誘い

第19回多摩ふれあいまつり
実行委員大募集

サークル・団体紹介のお誘い
市民活動に関心のある方、これから始めたい方を対象にした4回の
単発講座です。毎回違ったテーマの活動を体験できます。各回ごと
に申し込みを受け付けますので、気軽に参加してください。

開催期間　平成31年1月〜3月　土曜日	全4回（単発講座）
時　　間　14時〜16時（予定）
会　　場　多摩市民館
対　　象　市民活動に関心のある方
定　　員　20人（各回募集）【先着】
受 講 料　無料（ただし、安全対策費100円自己負担）
申込み開始日時　12月15日（土）10時から
申込方法　来館または電話、FAX、市民館HP
申込み必要事項　氏名、電話（必須）、メールアドレス（任意）
申込・問合せ先　多摩市民館（多摩区役所生涯学習支援課）
�この講座の詳細については、11月上旬に多摩市民館に配架する
チラシ及び市民館ホームページでお知らせします。

多摩市民館では、随時市民のみなさんからの学習相談を受け、サーク
ルや行事、学級講座の紹介を行っています。多摩市民館を利用してサ
ークル活動をしている市民団体のみなさんで、活動の紹介を希望され
る方は、市民館学習相談事業担当まで所定用紙でお申し込みください。

会　　場　多摩市民館
対　　象　自分たちのサークル活動の紹介を希望する団体
申込方法　	市民館チラシ棚内または市民館ホームページに掲載し

ているサークル・団体紹介カードに必要事項をご記入
の上、市民館窓口（学習相談事業担当者あて）にご提
出ください。

問合せ先　多摩市民館（9時〜17時）
�ご紹介しているのは、多摩市民館を利用して、会員が自主的・主
体的に運営・活動している団体です。運営内容等によっては、団
体情報を登録（紹介）できない場合がありますので、ご了承くだ
さい。

開 催 日　毎週水曜日	 時　　間　10時〜12時
会　　場　多摩市民館	 対　　象　関心のある方	
申込方法　市民館にほんごクラス担当まで電話またはFAX	
申込・問合せ先　多摩市民館	
多摩市民館では、にほんごクラスを（昼）毎週水曜日10時〜12時、
（夜）毎週金曜日19時〜20時30分の2コース開催しています。
現在見学者の募集は、昼コースのみ行っています。

平成31年6月16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！
開催期間　実行委員会　毎月第2木曜（8・9月を除く）18時から
会　　場　多摩市民館　4階　第2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

多摩市民館では、主に外国人市民を対象に、生活に必要な日本語や
文化・習慣を地域（多摩区）に住んでいる人たちと一緒に学ぶにほん
ごクラス（昼）毎週水曜日10時〜12時の活動に関心のある方の見
学を受け入れています。日本語ボランティア活動に関心のある方は、
多摩市民館にほんご担当までお申し込みください。

多摩区地域課題対応事業 多摩市民館を利用してサークル活動をしているみなさんへ

日本語ボランティア活動に関心のある方へ 課題別連携事業

休　館　日 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。

11月19日（月）、12月15日（土）、
12月17日（月）、12月29日（土）～
1月3日（木）、1月21日（月）

11月から1月
までの休館日

開館日・時間

問 合 せ 先

開 催 日　12月20日（木）
時　　間　①10時30分〜11時30分　②13時〜14時
	 ③14時30分〜15時30分　
会　　場　多摩市民館　5階　実習室
定　　員　各7人（計21人）　　参 加 費　各1500円	
締 切 日　12月3日（月）【必着】
申込方法　	往復はがきに郵便番号、住所、氏名、電話番号、希望のコー

ス（複数希望可）を記入の上、「文化協会　お正月花」係まで
申込・問合せ先　多摩区文化協会（多摩市民館内）

講　　師　松崎稔（町田市立自由民権資料館　学芸員）
開 催 日　1月28日（月）
時　　間　10時〜11時30分
会　　場　多摩市民館　4階第1会議室
定　　員　	40人【抽選】定員に満たない場合は引き続き先着順で受け付けます。
締 切 日　1月15日（火）【必着】
	 	申込方法	往復はがきに郵便番号、住所、氏名、電話番号を記入

の上、多摩市民館「多摩区文化協会　文化サロン」係まで
申込・問合せ先　多摩区文化協会（多摩市民館内）

冬の創作体験教室「お正月花」 多摩区の歴史　明治の出来事冬の創作体験教室「お正月花」 多摩区の歴史　明治の出来事

主催：多摩区役所


