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9月から10月の休館日
休館日：9月21日（火）、10月18日（月）

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9月1日

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

特集号

044-935-3333

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イベントです。

たまたま
子育てまつり

※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。

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。

みんなで
子育て
世代を
超えて

第１９回

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

地域課題対応事業

当日受付で
ホール部門は見られるよ！
詳しくは3～5ページへ！

開催日　9月19日（日）
時　間 10時～15時（雨天決行）
会　　場　多摩市民館（多摩区総合庁舎2.4.5階）
問 合 先 　多摩区生涯学習支援課（多摩市民館）
　　　　　TEL：935-3333　FAX：935-3398
　　　　　川崎市多摩区社会福祉協議会
　　　　　TEL：935-5500　FAX：911-8119

「第19回たまたま子育てまつり」は中止となりました。

「第19回たまたま子育てまつり」と「今だから知っておきたい！コミュニティカフェ運営講座」は、
　新型コロナウイルス感染症対策により中止となりました。

中 止
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男女平等推進学習

コロナ禍、　　じて気づきとなす！
〜変化する日常をチャンスに！私のパワーアップ講座〜

家庭・地域教育学級Ⅱ

身近で複雑なケア
（ダブルケア＝多重介護）に備える
子育て×介護、親×兄弟、夫・妻×自分　etc…

開 催 日 　11月11日（木）、18日（木）、25日（木）、
　　　　　　12月2日（木）、9日(木)、
　　　　　 木曜日開催、全5回
時　　間 　10時～12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】
受 講 料 　無料 
申込開始日時 　10月７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・問合先　　多摩市民館

コロナ禍の暮らしは、当たり前の日常の大切さ、想定
しない事態から来る不安感など様々な影響を受けてい
ますが、これをきっかけとして、それぞれの家庭がコロ
ナに負けない日常を送るヒントを5回連続講座で学び
ます。詳しくは下記のプログラムをご覧ください。

ダブルケアを知っていますか。子育てと
介護の他にも、親と兄弟、配偶者と自分
など、ケアを必要とする家族が同時期に
複数名いる状態をいいます。
いつ始まるか分からないダブルケア。ダ
ブルケアのことを学び、もしもケアをす
る当事者となったときもあわてないように、
必要な情報を得て、
備えておきましょう。

日　時 内　　　容

1 10/22（金）
10時～12時

▼コロナ禍！暮らしの変化に気づく▼
一人ひとりに不安や心の変化があることを共感して、日
常生活の変化を前向きに！

2 10/29（金）
10時～12時

▼家族の心の距離感を縮めるヒント▼
自己診断ワークで自分と家族を理解するヒントを学びま
す！迷いやイライラの軽減でハッピーライフ！

3 11/5（金）
10時～12時

▼家計管理・マネープラン▼
ライフスタイルの変化に対応できる理想の家計収支バラ
ンスを学び、メリハリのある生活を目指します！

4 11/19（金）
10時～12時

▼価値観の変化を受け入れる▼
専業主夫を選択した講師の経験談を聞き、それぞれの家
庭の大切なこと、優先したいことを考えます!

5 11/26（金）
10時～12時

▼大人の優しい時間▼
様々な経験を積み重ねた大人だからこそ理解の深み
を増す絵本の魅力を体験し、自分の持っている力を
パワーアップ！

コロナ禍、　　じて気づきとなす！コロナ禍、　　じて気づきとなす！
〜変化する日常をチャンスに！〜変化する日常をチャンスに！

転
開 催 日 10月22日（金）、29日（金）、
　　　　　11月5日（金）、19日（金）、
　　　　　　　26日（金）　
　　　　　金曜日開催　全5回
時　　間　10時～12時
会　　場 　多摩市民館　会議室
対　　象 　関心のある方
定　　員 　20人【先着】（就園前のお子さんの
　　　　　同伴可。申込時にご相談ください）
受 講 料 　無料
申込開始日時 　9月24日（金）10時から
申込方法 　来館、電話、FAX、
　　　　　市民館ホームページ
申込・問合先 　多摩市民館
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多摩区内で子育て中の親子や子育てに関心のある市民の方が楽しく休
日の一日を過ごしながら、いろいろな企画やイベントを通して子育てに
役立つ情報を手に入れ、子どもを育てる力をつけたり、仲間さがしがで
きる、「たまたま子育てまつり」はそんなイベントです。
　このおまつりは、2003年に第1回目を開催し、始まりは「子育てを考
える会グレープ」の働きかけにより、多摩市民館がコーディネートした「子
育て支援関係者会議」を開催しました。その後「子育て支援会議」と名前

を変え、子育てにかかわる行政や団体が集まり、多
摩区の子育て支援について考える場となりました。
その会議の中で、楽しいイベントを開催しようと始
まったのが「たまたま子育てまつり」です。
　今年は新型コロナウイルス感染症まん延防止のた
め、企画部門は事前申込制ですが、ホール部門やホ
ール前ホワイエの展示は当日受付で観覧できます。
どうぞご参加ください。

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、多摩区の中のすべての方を応援す
るおまつりです。多摩区で子育て中の方が孤立するこ
となく、地域全体で子育てをささえていくという環境
づくりと生涯学習推進を目的としています。

のの

たまたま
子育てまつり

ご 紹 介

たまたま子育てまつり
ってなあに？

「第19回たまたま子育てまつりは中止」となりました。
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第１９回

予約した方のみ入れます

予約した方のみ入れます

フ ロ ア 案 内
たまたま子育てまつり

第１・２学習室 牛乳パック工作を楽しもう！
‥‥ 特定非営利活動法人ままとんきっず

にんじゃだ ホイ ‥‥‥‥‥‥ 日本ボーイスカウト神奈川連盟川崎第46団
児　童　室 つくってあそぼう ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  多摩区こども文化センター

和　　　室 絵本のひろばでこんにちは！！
　　　　　　　　　　　　　‥‥ シニア読み聞かせボランティア　りぷりんと・かわさき

実　習　室 ウルトラ♡ガールスカウトクイズ 
‥‥ ガールスカウト神奈川県第 48団

第１会議室 絵本の読み聞かせ、人形劇他
‥‥ 菅小学校図書ボランティア”ゆかいな仲間たち”

第３会議室 子どもの人権とアニメ上映 ‥‥‥‥‥ 川崎人権擁護委員協議会

第４会議室 親子体操 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥川崎 YMCA

第５会議室 かわさき折り紙で川崎の魅力を再発見！！
‥‥ かわさき色ものがたり

第６会議室 みんなで楽しく外遊び ‥‥‥‥‥‥  多摩区こどもの外遊び交流委員会

4F 密をさけよう

5F

４階、５階は事前予約をした方のみ参加できます。予約は8月15日で締め切りました。
検温、手指消毒、マスクの着用など、感染症拡大予防にご協力ください。
飲食はご遠慮ください。
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「第19回たまたま子育てまつりは中止」となりました。
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イメージキャラクター
まーるちゃん

２階の大ホール、ホワイエ（大ホール前ロビー）は、
当日受付することで、予約なしでも空きがあれば観覧できます。

フ ロ ア 案 内
たまたま子育てまつり

ギャラリー (予約が必要です )

おもちゃ修理‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥柿生おもちゃ病院

大ホール（予約なしで入れます）

●うきうきわくわくエンターテイメントショー
  12：00～　オープニング
  12：05～　キッズダンスパフォーマンス（Fossete KIDS ☆フォセットキッズ）
  12：20～　ヒップホップパフォーマンス（animo）

ホワイエ〔大ホール前ロビー〕（予約なしで入れます）

●子育て情報ひろば　～子育てに関する情報を発見しよう！～
   多摩区の公園でもっとあそぼう‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥たまたま子育てネットワーク
    子育て応援抽選会（子育て支援パスポートを持参 当日発行可）‥‥‥‥‥ 多摩区商店街連合会
    子育て支援活動紹介、参加者募集‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ おん育 LABO
    こつぶっこ等の活動紹介 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 多摩保育グループ

    子育てを考える会「グレープ」の活動紹介‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 子育てを考える会「グレープ」
    選挙啓発活動‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 多摩区明るい選挙推進協議会

ワクチン接種会場のため立ち入りできません

マスクをしてね

2F

3F

予約
不要

予約
不要
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「第19回たまたま子育てまつり」は中止となりました。
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市民自主企画事業研修 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

市民自主企画事業

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?

開催日時　水曜日　18時30分～19時30分
　　　　　次回の開催日は市民館ホームページを
　　　　　ご覧ください。
会　　場　多摩市民館（オンライン開催）
対　　象　主に10代～30代の心のつらさを感じ
　　　　　ている方、なんとなく気分の晴れない方
定　　員　各回５人程度
申込方法　来館、FAX、市民館ホームページより
　　　　　随時申込を受け付けています。
申込・問合先　多摩市民館

開 催 日 　　10月5日（火）、19日（火）、
　　　　　　11月２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 　９月15日（水）10時から
申込方法 　来館、電話、FAX、
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・問合先 　多摩市民館

コロナで人と話してないな、将来が心配だな、仕
事が憂うつだな、そんな今感じていることをお話
ししませんか？Zoomを使ってオンライン座談会
を月１回程度開催しています。２回目からでも３
回目からでも大歓迎です！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。

人とつながりたいけれど…どうしたらいいのかわから
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
ュニティカフェをひらくために、必要な知識を学びます。

平和・人権学習

日　時 内　容 講　師

1 10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

2 10月19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

3 11月２日（火）13：30～15：30
カフェの現状と
課題・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

オンライン座談会開催中！

「若者の生きづらさ」
について考える

　講座を開催します！

開 催 日 　11月13日（土）、20日（土）、27日（土）
　　　　　12月4日（土）、11日（土）　土曜日開催
　　　　　全５回
時　　間　13時30分～15時30分
会　　場　多摩市民館  会議室
対　　象 心のつらさを感じている若者及び関心のある方
定　　員　20人【先着】
申込開始日時　11月2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・問合先　多摩市民館

若者が直面している困難をテーマに学びます。なん
だかわからないけれど、「つらいな」「疲れたな」「不
安だな」と感じる方、自分の心に向き合い、寄り添
ってみませんか。詳細は市民館ホームページ（10月
中旬公開予定）をご覧ください。

「今だから知っておきたい！コミュニティカフェ運営講座」は中止となりました。

10時～12時――――――――――

中 止
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市民自主学級・市民自主企画事業

識字ボランティア研修（入門）

識字ボランティア研修

「多摩区青年教室」ボランティア募集

開 催 日 10月～令和4年2月の日曜日開催
　　　　　（識字学級見学の回は金曜日）全10回
時　　間　10時～12時
会　　場　多摩市民館
対　　象　識字ボランティア活動に関心のある方
定　　員　20人【先着】　　　　受 講 料 　無料 
申込開始日時　９月16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・問合先　　多摩市民館

開 催 日 　月1回土曜日
　　　　　（毎月第１土曜日にミーティングを実施）
時　　間　10時～12時（令和３年度は新型コロナウイルス感
　　　　　染症拡大防止のため午前中のみの活動）
会　　場　多摩市民館　他　　　　
対　　象　関心のある方
参 加 費 　活動内容によっては参加費（500円～1,000円程度）
   　　　   がかかります。 
申込方法　来館、電話　　　申込・問合先　　多摩市民館

たま学びのフェア２０２２
課題別連携事業 主催：たま学びのフェア２０２２実行委員会、川崎市教育委員会

川崎市の識字学級のボランティア活動に関する理解
を深める講座を開催します。修了者の方で希望する
方は若干名多摩市民館識字学級（夜）で活動すること
も可能です。ボランティア活動を開始する前には講
座修了後、見学実習等も必要です。詳しくは講座の
中でご説明します。

主に知的障がい者のある地域の方たちと
一緒に、アート体験や地域の散策など、地
域交流や仲間づくりのための活動をして
います。資格等は必要ありません。一緒
に交流したいと思ってくださる方は、い
つでも多摩市民館「青年教室」担当あてご
連絡ください。

多摩区で活動する学習サーク
ル・グループの学習発表や活
動紹介するお祭りに参加しま
せんか。参加の内容は、展示・
講習会・実技指導・公演など
形式自由。参加団体のみなさ
んで、チラシの作成や会場装飾、
当日受付など準備や運営を行
い、フェアを作り上げていき
ます。ギャラリーでの展示につ
いては、個人での参加になり
ます。詳しくは９月１日（水）
から市民館で配布の案内をご
覧ください。

第３回　令和４年１月９日（日）
第４回　令和４年２月13日（日）

開 催 日 　フ ェ ア ：令和４年３月12日（土）・13日（日）
　　　　　ギャラリー：令和４年３月11日（金）～３月16日（水）
　　　　　　　　　　　（※３月14日（月）は休館日）
時　　間　10時～16時
会　　場　多摩市民館（３階を除く）、多摩区総合庁舎１階アトリウム
対　　象　フ ェ ア ：多摩市民館や多摩区内で活動している非営利的な
　　　　　　　　　　　生涯学習グループ
　　　　　　ギャラリー：市内在住の個人
参 加 費 　フ ェ ア ：2,500円（たま学習サークル連絡会加入団体：1,500円）
　　　　　ギャラリー：500円
申込方法 ９月1日（水）から、市民館事務室で配布の申込書により申込み
申込・問合先　多摩市民館

　実行委員会
 開 催 日 第１回　令和３年10月10日（日）
　　　　　   第２回　令和３年11月21日（日）
   時　　間　14時～16時
  場　　所   多摩市民館　第１会議室
  ※フェアに参加される団体は、必ず実行委員会にご出席ください。
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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。

9月21日（月）、10月18日（月）9月から10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

学習情報提供・学習相談事業

多摩区地域教育会議  教育を語るつどい 開催

多摩区地域教育会議教育を語るつどい 主催：多摩区地域教育会議

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

開 催 日 令和３年11月13日（土）
時　　間 9時30分～12時30分（受付開始9時）
会　　場　多摩市民館　
　　　　　４階　第1・４・５会議室 他
対　　象　子育てや教育に関心のある方
定　　員　60人【先着】　　　参 加 費 　無料
申込開始日時 ９月１日（水）10時から
申込方法　来館、電話、FAX
申込・問合先　多摩市民館

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。
　　　　　　企業や指導者が月謝や参加費等を徴収する教室は
　　　　　ご紹介できません。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。

「多摩区地域教育会議　教育を語るつどい」とは多摩区内
の家庭教育に関心のある方々に参加していただき、子育
てや子供に関する課題などについて考え語り合うことを
目的としています。今年は以下の８つのテーマを設定し、
井戸端会議方式で開催します。
①家庭での生活と学習の心配について　②パートナーの
子育てどう思う？　③子どもの交友関係…いじめってあ
る？　④ゲーム、スマホとどう付き合ってる？　⑤登校
渋り、不登校について　⑥親子のコミュニケーション
⑦保護者間の問題、PTAやママ友とのモヤモヤ
⑧性教育どうしてる？

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。




