
課題別連携事業

青少年教室事業

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

協力：多摩区文化協会

第 21 回　多摩ふれあいまつり第 21 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～

区内の福祉活動グループ、福祉に関心のある人たちが共に 
生きる地域作りを目指すイベントです。日本女子大学箏曲研
究会による琴演奏の他、さまざまな体験コーナーやスタンプ
ラリーなど楽しく参加できるプログラムを企画しています。

開 催 日	 ６月 19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・問合せ先	 多摩市民館

開 催 日	 7月10日（日）～８月７日（日）　全５回	
	 （第４回は８月６日（土））
時　　間	 10 時～ 13時
	 （第２回、第３回は 10時～ 12時）
会　　場	 多摩市民館　他
対　　象	 中学生～ 20代の関心のある方
定　　員	 15 人【先着】
受 講 料	 無料	（ただし、材料費及び安全対策費と	
	 して 1,700 円自己負担）
申込開始日時	 5月17日（火）10時
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、年齢（学生の方は学年）、住所、	
	 電話番号、メールアドレス
申込・問合せ先	 多摩市民館

日　　時 　　内　　容
第１回 7/10（日）10時～13時 南武線誕生物語（DVD）視聴、オリエンテーション

第 2 回 7/17（日）10時～12時 多摩区を走る南武線と小田急の歴史（講義）

第 3 回 7/24（日）10時～12時 向ヶ丘遊園～宿河原付近の廃線跡地（見学）

第 4 回 8/6（土）  10時～13時 多摩区のお気に入りの景色のジオラマ作成

第 5 回 8/7（日）  10時～13時 ジオラマを背景に鉄道を走らせよう！（公開運転会）

学んで、見学して、オリジナルの
ジオラマを作ろう！

中学生〜20代の方
のための鉄道鉄道の歴史から知るの歴史から知る

　　多摩区　　多摩区の魅力発見講座の魅力発見講座

多摩区 50 周年記念事業

多摩
市民館だより

第314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
http://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）

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5月1日

携帯は
こちらから→

※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。

5月から6月の休館日
休館日：5月16日（月）、21日（土）、6月20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。
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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。

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

識字ボランティアブラッシュアップ研修 日本語ボランティア活動を行っている人対象の研修

障がい者社会参加学習活動「青年教室」 知的障がいのある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

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（3ページ目に詳細記載）

青少年教室事業 青少年期の課題解決や地域参加に向けた学習機会を提供し、仲間づくりを図る講座
（1ページ目に詳細記載）

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

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）

市民自主学級・
市民企画事業

たま親子学級	～子育て＝親育ち～ 0 歳児を持つ親が親子同室で、子どもの成長や親の接し方を学び、親同士の仲間	
づくりを図る講座

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（３ページ目に詳細記載）

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にした講座「動画制作初めて！講座」	
6/7 ～ 7/5　火曜日　10 ～ 12 時

市民講師活用事業 市民が地域の生涯学習における身近な学習支援者「市民講師」として活躍できる	
よう育成・支援を行う事業

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４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 たまたま子育てまつり（9/18）

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、多摩ふれあいまつり（6/19）
たま学びのフェア2023（3/11・12）

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

地域の寺子屋コーディネーター養成講座 「地域の寺子屋事業」に参画し、開設や運営等をコーディネートする市民を養成する
講座（3ページ目に詳細記載）

※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。

市民自主学級・市民自主企画事業

  多摩市民館　令和４年度 事業のご案内

令和４年度の市民自主学級・市民自主企画事業が選考されました！令和４年度の市民自主学級・市民自主企画事業が選考されました！
２月２６日（土）に令和４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会が開催され、次のと
おり選考されました。各学級・事業の開催日程、内容等は下記のとおりです。市民のみなさまと市民館の協
働で実施してまいります。どうぞお楽しみに！

※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。

【市民自主学級】

（グループわっか）
8 月下旬～ 9 月に講座開催予定

たま親子学級たま親子学級〜子育て=親育ち〜〜子育て=親育ち〜

【市民自主企画事業】

（ふらっとカフェを広める会）

コミュニティカフェ運営講座＆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運営
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地域の寺子屋コーディネーター養成講座

家庭・地域教育学級Ⅰ

区内の小学校、中学校で放課後に実施されている寺
子屋事業についての理解を深める講座です。寺子屋
の目的や実際の活動内容について、現場の声を聞き
ながら、体験、見学も交えてわ
かりやすく、楽しく学びます。
寺子屋の運営に関心のある方
だけでなく、寺子屋先生の活
動に興味のある方もぜひご参
加ください。

地域課題対応事業・多摩区制５０周年記念事業

学習情報提供・学習相談事業

あなたの「してみたい！」、見つけに来てくださいあなたの「してみたい！」、見つけに来てください

開 催 日	 6月17日（金）～7月８日（金）	
	 見学の回以外は金曜日　全５回
	 講座の中で寺子屋の見学をします。	
	 見学日等については、第１回目にお知らせします。
時　　間	 10 時～ 12時
会　　場	 多摩市民館　他
対　　象	 関心のある方　　定　　員　20人【先着】
受 講 料	 無料　　　　　　申込開始日時　5月20日（金）10時
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、年齢、住所、電話番号（必須）、FAX番号、	
	 メールアドレス（任意）
申込・問合せ先	 多摩市民館

多摩・麻生寺子屋コーディネーター養成講座多摩・麻生寺子屋コーディネーター養成講座子どもの遊びと
学びを支え隊

子どもも大変 !?　子どもも大変 !?　小学生に現れる心の変化とリフレッシュ小学生に現れる心の変化とリフレッシュ
新型コロナウイルス感染症の流行が始まってから丸２年。
お母さんお父さんはもちろんお子さんも思い通りにいかず、
ストレスや不安を抱えていませんか。学校の新しい生活様式、
子どものストレスサイン、親子で楽しむ室内体操など、親も
子も気分をスッキリ 　心を楽にする方法を学びます！

多摩市民館では、学習相談ボランティアが「仲間を作って一緒に活動したい」、
「地域で何かしてみたい」などの生涯学習に関する相談を聞き、サークルや
地域の活動のご紹介する「生涯学習相談」を行っています。

開 催 日	 6月9日（木）、16日（木）、23日（木）、	
	 30日（木）、7月9日（土）　全5回
時　　間	 10 時～ 12時
会　　場	 多摩市民館 5階　第 1･2 学習室　他
対　　象	 主に就学前～小学３年生の子をもつ親	
	 及び関心のある方
定　　員	 20 人【先着】
受 講 料	 無料（ただし、第5回の安全対策費として親子で	
	 50円程度）
保　　育	 対象：1歳半～就学前の子ども10人【要予約】
	 費用：無料（ただし、安全対策費として1人400	
	 円程度）
申込開始日時	 5月19日（木）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、	
	 お子さんの学年（任意）	
	 〈保育参加のお子さん〉	
	 氏名、生年月日、性別
申込・問合せ先	 多摩市民館

開 催 日	 5月17日（火）、31日（火）、6月14日（火）、	
	 28日（火）　隔週火曜日
時　　間	 10 時～ 12時
会　　場	 多摩区総合庁舎１階アトリウムまたは	
	 市民館２階ギャラリー前
問合せ先	 多摩市民館	※申込不要
※新型コロナウイルス感染症対策のため、中止となる場合があります。

日　　時 内　容／講　師

第１回 6月9日（木）
10時～12時

子育てや感染症などで疲れた心をすっきりさせる方法
NPO 法人こころサポート 心理カウンセラー　谷川　久美子

第 2 回 6月16日（木）
10時～12時

感染症の拡大により学校生活や学習の変化
川崎市教育委員会事務局指導主事

第 3 回 6月23日（木）
10時～12時

子どもの不安やストレスのサイン、軽減の方法
桜美林大学心理・教育学系 准教授　小関　俊祐

第 4 回 6月30日（木）
10時～12時

日常の中で子どもを認め、力を引き出す関わり方
桜美林大学心理・教育学系 准教授　小関　俊祐

第 5 回 7月9日（土）
10時～12時

親子で楽しめるリフレッシュ法～親子で室内運動～
スタジオウエマツ　フィットネスインストラクター 

植松　香奈／植松　雄太

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、川崎市多摩区社会福祉協議会、多摩区子育て支援会議

第 20 回たまたま子育てまつり 第 20 回たまたま子育てまつり ボランティア募集ボランティア募集
「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、多摩市民館
全館を使って開催する盛大なイベントです。お
まつりを企画・運営してみたい方、ボランティ
アをしてみたい方、子育て支援に興味がある方
など、経験は問いません。ご参加をお待ちして
おります！

活 動 日	 前日準備：9月17日（土）９時30分～15時、
	 当日：9月18日（日）８時45分～17時
	 原則２日間ですが、どちらかのみ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	 川崎市多摩区社会福祉協議会	
	 電話 044－935－5500
	 FAX	044－911－8119

企画運営：多摩生涯学習相談ボランティアの会

ぜひお子さんと
一緒にご参加

ください
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市民自主企画事業

市民自主企画事業

多摩市民館会議室の
一部貸館停止について
お知らせ

多摩区総合庁舎高層棟外壁工事のため、一部施設の貸館を停止します。
貸館停止期間　令和４年１０月～令和５年２月末日まで午前・午後区分 ※夜間の使用は可
貸館停止施設　 多摩市民館２階グループ室（終日不可）及び３階、４階、５階全ての会議室・

教養室
※ ４階第３会議室と５階児童室は、上記期間の他トイレ工事のため７月 24 日～10 月 31日

の期間も終日貸館停止

企画運営：ふらっとカフェを広める会

今だから知っておきたい！ コミュニティカフェ運営講座今だから知っておきたい！ コミュニティカフェ運営講座
開 催 日	 7月5日（火）、12日（火）、26日（火）
	 火曜日開催　全３回
時　　間	 13 時 30分～ 15時 30分
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】
受 講 料	 無料
申込開始日時　6月15日（水）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（任意）
申込・問合せ先	 多摩市民館

人とつながりたいけれど…どうしたらよいのかわからない、あなた。
コミュニティカフェ運営をきっかけにコミュニケーションの輪を広げ
てみませんか。誰もがふらっと立ち寄れたり、気軽におしゃべりでき
るコミュニティカフェを開くために、必要な知識を学びます。

企画運営：ふらっとカフェを広める会

「ふらっとカフェ」おしゃべりの会始めます！「ふらっとカフェ」おしゃべりの会始めます！
開 催 日	 	5月10日（火）、24日（火）、6月7日（火）、21日（火）	

火曜日開催
時　　間	 13 時 30 分～15 時
会　　場	 多摩市民館４階	
	 第 1会議室
問合せ先	 多摩市民館

最近お話していますか？「ふらっとカフェ」とは、誰もが
ふらっと立ち寄れる、気軽におしゃべりできる、地域の居
場所です。長引いた自粛生活や不安の中、誰かと話した
いと思ったら、おしゃべりにいらしてください！
※感染症拡大防止のため、飲み物の提供は中止しています。
※申込不要　出入自由

日　　時 内　容／講　師

第１回 7月5日（火）
13：30～15：30

地域の中で人と人とが安心してつながれる方法とは？
神奈川県立保健福祉大学教授　吉田　穂波

第 2 回 7月12日（火）
13：30～15：30

地域の居場所としてのコミュニティカフェの意義と運営
子どもの未来サポートオフィス代表　米田　佐知子

第 3 回 7月26日（火）
13：30～15：30

カフェの現状と課題を知る・まとめ
　　　　　　　先輩カフェ開設者

みた・まちもりカフェ　町田　浩子／緑地カフェ　中川　彰

どなたでも参加できます。

きらぼし銀行

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

5月から6月
までの休館日

開館日・時間

5月16日（月）、21日（土）、
6月20日（月）
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