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6月から7月の休館日
休館日：6月21日（月）、7月17日（土）・20日（火）

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）

※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。

発 行　川崎市多摩市民館
発行日　令和3年6月1日

http://www.city.kawasaki.jp/tama/category/98-11-1-0-0-0-0-0-0-0.html

第309号

044-935-3333

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。

地域課題対応事業

市民自主企画事業 企画運営：リズムボックス

開 催 日 	８月２日（月）、３日（火）、６日（金）
時　　間	 10時～12時
会　　場	 川崎市立中野島小学校　体育館
対　　象	 小学校１～６年生
定　　員	 20人【先着】
受 講 料 	無料（ただし、安全対策費として200円）
申込開始日時　６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、住所、電話番号、学年（必須）、メールアドレス（任意）
申込・問合先	 多摩市民館

さまざまな体験コーナーやスタンプラリーなど
※詳しくはパンフレットをご覧ください。

小学生のための小学生のためのリズム体操とダンスの基礎リズム体操とダンスの基礎

主催：多摩ふれあいまつり実行委員会　
共催：川崎市教育委員会（多摩市民館）、多摩区役所、多摩区社会福祉協議会

第 20 回  多摩ふれあいまつり第 20 回  多摩ふれあいまつり
～バリアフリーわたしとあなたとこの街と～

※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。

開 催 日 	６月20日（日）
時　　間	 10時～15時
会　　場　多摩市民館
　　　　　多摩区役所1階アトリウム
申込・問合先　　多摩市民館　

子どもたちの子どもたちの
笑顔を応援！笑顔を応援！

小学生を対象にしたリズム体操およびラテンダンス
の実技講習。ダンスの基礎を学びつつ、みんなと一
緒に音楽に合わせて体を動かす楽しさを体得します。
新しい生活様式の中、頑張ってる小学生のみなさん！
一緒に踊りましょう♪♪
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令和３年度の令和３年度の
市民自主企画事業が選考されました！市民自主企画事業が選考されました！

なんとなく…なんとなく… 生きづらさを感じている方生きづらさを感じている方
　今の気持ちを話しませんか？　今の気持ちを話しませんか？

２月21日（日）に令和３年度の市民自主学級・市民自主
企画事業を決める企画提案機が開催され、次のとおり
選考されました。４月以降順次詳
細を詰めて市民のみなさんと市民
館の協働で実施していきます。チ
ラシや市政だより・市民館ホーム
ページなどで開催のお知らせをし
ますので、どうぞお楽しみに！

開催期間　6月～講座終了まで　月１回程度
開 催 日 	水曜日（初回６月23日）
時　　間	 18時～19時　
会　　場　多摩市民館（オンライン開催）
対　　象 	　主に10代～30代の生きづらさを感じている方
定　　員	 各回５人程度
申込締切日　6月20日（日）17時まで
　　　　　2回目以降は随時HPにてお知らせします。
申込方法	 来館、FAX、市民館ホームページ
申込必要事項　任意の名前（ニックネーム可）、メールアドレス、年代
申込・問合先	 多摩市民館

私って普通じゃない？仕事がうまくいか
ない？「なんとなくモヤモヤしている…」
そんな気持ちを声に出してみませんか？
Zoomを使ってオンライン座談会を開
催します。声だけの参加でも、うまく言
葉にできなくても大丈夫です。みなさん
の声をもとに、「若者の生きづらさ」を
テーマとした講座を企画します。

市民自主学級・市民自主企画事業

平和・人権学習

「花と緑づくり」から生まれる私の生きがい
外出自粛の影響から社会との関わり
が希薄になり、体力や意欲の低下が
気になる方が増えています。草刈り
や花木の剪定など、生活に花と緑を
取り入れることでストレス軽減を図り、
仲間づくりや
生きがいづく
りのきっかけに
してください。

開 催 日 	　①６月17日（木）②6月24日（木）③７月１日(木）
　　　　　④７月８日(木）　⑤７月15日（木）　全５回　木曜日開催
時　　間	 10時～12時
会　　場	 多摩市民館　区内公園や緑地（現地集合、現地解散）
対　　象	 おおむね65歳以上の関心のある方
定　　員	 20人【先着】
受 講 料 	無料（ただし、安全対策費として200円程度、交通費自己負担）
申込開始日時	 ６月３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、年齢、メールアドレス（任意）
申込・問合先	 多摩市民館

高齢者セミナー

　　　　　　　　市民自主企画事業
１　小学生のためのリズム体操とダンスの基礎
　「リズムボックス」　※１ページ目に詳細記載
２コミュニティカフェ運営講座＆ふらっとカフェ運営
　「ふらっとカフェを広める会」
　※今年度は市民自主学級のご提案はありませんでした。
　※実施予定企画として選考されたもので、
　　	状況によっては実施されない場合もあります。

知りたい、聞きたい、やってみたい

～これからの人生もうひとはな咲かせましょう～
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事  業  名 内容・実施日（予定）

識字学級（午前クラス・夜間クラス） 生活に必要な日本語等を学ぶ学級（各クラス年36回）
午前クラス；水曜午前、夜間クラス：金曜夜間

識字ボランティア入門研修 これから日本語ボランティアの活動をしようと考えている方向けの研修

識字ボランティアブラッシュアップ研修 すでに日本語ボランティア活動を行っている方向けの研修

障がい者社会参加学習活動「青年教室」 知的障がい者の方を対象とした学習活動

平和・人権・男女平等推進学習
（短期２講座） 多様性社会や男女共同参画社会の実現に関する講座

シニアの社会参加支援事業 シニア世代の地域活動への参加のきっかけ作りと実践支援の講座

高齢者セミナー 高齢期の方を対象に生きがいづくりや健康づくりの促進を図る講座
（2ページ目に詳細記載）

家庭・地域教育学級（短期２講座） 家庭（子育て、家族関係等）・地域課題に関する講座

子育て支援啓発事業
「子育てひろば」「外国人の子育てひろば」 0歳～未就学児とその保護者を対象としたフリースペース（8月を除く）

市民自主
企画事業

小学生のためのリズム体操
とダンスの基礎

小学生を対象に、ダンスの基礎を学び、音楽に合わせて体を動かす
楽しさを体得する講座（1ページ目に詳細記載）

コミュニティカフェ運営講座
＆ふらっとカフェ運営

誰もが気軽に立ち寄って話していける場所であるカフェの開設や運営の
ノウハウを学び、実際にカフェを運営する講座

市民エンパワーメント研修
市民の地域活動支援をテーマとした講座
「恐れず！臆せず！甘くみず！新し生活様式の中で楽しむグループ活動
の人（ひと）工夫」６/４～7/2毎週金曜日10～12時【受付中】

PTA活動研修 子どもの健やかな成長を支えるPTA活動のあり方や
特色について学び、活動の活性化を図る講座

生涯学習交流集会 令和３年度多摩区内で活動した団体のみなさんによるパネル展示での
成果発表と交流会

地域課題対応事業 多摩ふれあいまつり（6/20）、たまたま子育てまつり（9/19）

生涯学習情報提供・学習相談事業
「生涯学習相談コーナー」

生涯学習に関する相談に応じます。市民館で活動するサークル紹介、
生涯学習関連情報やイベント紹介など

課題別連携事業 多摩区子育て支援会議、たま学びのフェア2022（3/12・13）

現代的課題学習事業 現代的、今日的な課題に係わる学習機会を提供する事業

※実施日等は都合により変更することがあります。また、すでに申込みを終了したものも含んでいます。ご了承ください。
※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。

多摩市民館では講座・学級・イベント・おまつり等の様々な事業を実施しています。
ぜひ市民館に足を運んでみてください。各事業の詳細については、お気軽にお問い合わせください。

多摩市民館多摩市民館 令和 令和33年度 事業のご案内年度 事業のご案内

多摩市民館の一部貸館停止についてお知らせ
新型コロナウイルスワクチン接種会場として使用するため、一部施設の貸館を停止します。
貸館停止期間　令和３年３月22日（月）～令和４年３月31日（水）まで
※ワクチン接種スケジュールにより変更になることがあります。
　貸館停止施設　多摩市民館３階　大会議室・視聴覚室・体育室
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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。

６月21日（月）、
７月17日（土）・20日（火）

６月から7月
までの休館日

開館日・時間

問 合 せ 先

きらぼし銀行

※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。

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

暑い夏を市民館で過ごして、地域ぐるみの節電を！暑い夏を市民館で過ごして、地域ぐるみの節電を！
　多摩区役所では地域での省エネや節電のため、市民館市民ギャラリ
ーを「クールシェアルーム」として開放します。個人での読書や自習な
どにご利用ください。クールシェアとは…夏の暑い日、家庭で使用す
る電力の半分以上がエアコンに使われています。ひとり一台のエアコ
ンの使用を控えて涼しい場所でみんなで過ごすのがクールシェアです。
家族が一つの部屋で過ごしたり、公共施設や商業施設に出かけたりし
て涼しい場所を共有して、省エネや節電などにより地球温暖化防止や
ヒートアイランド現象の緩和につなげましょう。クールシェアは九都
県市「エコなライフスタイルの実践・行動」キャンペーンの取組の一つ
となっています。

多摩市民館を利用してサークル活動をしているみなさんへ

サークル紹介カード登録のお誘い
対　　象　多摩市民館を利用してサークル活動をする団体
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。	
申込・問合先　多摩市民館（8時30分～17時）
そ の 他 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。

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。

多摩区役所クールシェア推進事業 主催：多摩区役所

学習情報提供・学習相談事業

第19回たまたま子育てまつり　ボランティア募集第19回たまたま子育てまつり　ボランティア募集
地域課題対応事業

「たまたま子育てまつり」は、地域の子育て支援団体、
企業、商店、行政などが多摩区で子育て中の方を応
援することを目的として開催するおまつりです。毎年、
ボランティアは、学生からシニアまで幅広い年齢層
の方が参加しています。子どもの好きな方、イベン
トに関心のある方など、経験は問いません。ボラン
ティア終了後に、修了証をお渡しします。ご参加お
待ちしております！

開催期間  ７月27日（火）～９月７日（火）	
時　　間		９時～17時
会　　場	 	多摩市民館　２階　市民ギャラリー
対　　象		 中学生以上の市民（ただし、保護者同伴の場合は
														 小学生以下も可）
定　　員		 14人
受 講 料 無料
申込方法	 来館（当日９時から）
申込・問合先     多摩市民館

開 催 日  前日準備：9月18日（土）9時30分～15時、	
											　　当						日：９月19日（日）8時45分～17時	
　　　　　 原則２日間参加ですが、
　　　　　　どちらかのみご参加でもご相談に応じます。
会　　場　 多摩市民館、多摩区役所１階アトリウム
対　　象　　中学生以上の関心のある方
申込方法 社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会	
　　　　　 TEL	044-935-5500			FAX	044-911-8119	

主催：たまたま子育てまつり実行委員会
共催：川崎市教育委員会（多摩市民館）、多摩区役所

-------------------------------
７月３０日（金）～９月１日（水）


