
たまたま子育てまつり特集号

特集号

9月から10月の休館日
9月17日（火）、10月21日（月）

令和元年9月1日
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）

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

主催：たまたま子育てまつり実行委員会・多摩区役所

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。
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開 催 日　9月15日（日）
時　　間　9時45分〜15時（雨天決行）
会　　場　�多摩区総合庁舎
問合せ先　多摩区生涯学習支援課（多摩市民館）
� TEL935-3333　FAX935-3398
� 多摩区社会福祉協議会
� TEL�935-5500　FAX�911-8119

多摩区地域課題対応事業

子育て大好き！ひろがる笑顔

17回
第

1多摩市民館だより 特集号
・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。



子育て経験豊富な講師と共に、はじめての子育
てで不安や気になることを話し交流をします。
赤ちゃんと一緒に笑顔で過ごすヒントを学び、み
んなでほっとした時間を過ごしませんか？
乳幼児からできる親子のふれあい、産後ママの
心と身体の話、はじめてパパの子育て他

家庭・地域教育学級 I I

開 催 日 １１月７日（木）〜１２月５日（木）　全５回
　　　　　土曜日開催の回があります。ぜひパートナー
　　　　　の方と一緒にご参加ください。
時　　間　10時〜12時（11時30分〜12時は途中
　　　　　退出自由の交流タイム）
会　　場　多摩市民館　5階　和室他　
対　　象　１１月７日（木）時点で第１子が０歳
　　　　　児（ただし２か月から）の子と保護者　
定　　員　20組　　受 講 料　無料　

締 切 日 10月16日（水）締切
� ※�定員を超えた場合は10月17日（木）に多摩市民

館２階グループ室で公開抽選を行います。抽選後、
参加の可否についてご連絡します。

申込方法� 来館、FAX、
　　　　　市民館ホームページ
申込・問合せ先　多摩市民館
そ の 他 詳細はチラシや多摩市民館
　　　　　ホームページをご覧ください。

令和元年度多摩区地域人材育成事業

男女平等推進学習Ⅰ

ス

ママもパパも1年生

多
タ マ
摩イスターになろう！

〜小学校入学を
　意識したら考えよう〜

主催：多摩区役所

多摩区の魅力大発見！！ワークショップ（４回程度）で自己表現、他者理解、コミュニケーション力のスキル
アップを図り、自発的にアイデアを出すスキルを磨きます。学んだ後は、外国人市民との交流を目的と
して大学生のサポーターと一緒に、中高生ならではの感性で多文化交流事業を自ら企画し、開催します。

ライフステージの大きな変化の小学校入学に備えて、期待や不安を受講者同士で共有しませんか。
生活環境の変化による子どもの心理状態を学び、母親として、父親として、手を差しのべるタイ
ミングを考えます。
小学校の先生から子どもの学校生活について聞き、放課後の生活の一つである地域の寺子屋のお
楽しみ学習体験も行います。

Ｐａｒｔ

２

笑顔育む0歳の子育て講座
〜はじめてママに
                 なった方へ

開 催 日 �スキルアップ学習　9月29日（日）、10月13日（日）、
　　　　　　11月17日（日）、12月15日（日）　全４回　
　　　　　他に企画会議2回程度
　　　　　多文化交流事業　令和2年3月8日（日）
時　　間� １０時〜１２時
会　　場� 多摩市民館（多摩区総合庁舎内）
対　　象� 市内在住・在学の中学生、高校生
受 講 料 　無料　
定　　員� ２０名【定員を超えた場合は抽選】

開 催 日 �10月25日（金）〜11月29日（金）　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� 就学前のお子さんの保護者や関心のある方
定   　員� 20名【先着】
受 講 料 �無料

締 切 日 �９月25日（水）
申込方法� 来館、電話、FAX、市民館ホームページ
申込み必要事項　氏名、学年、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

保　　育� 15人（ただし、保育保険料は参加者実費負担）
申込み開始日時�　9月27日（金）10時から
申込方法� 来館、電話、FAX、市民館ホームページ
申込み必要事項　申込者分の氏名、住所、電話番号、　　
　　　　　　　　お子様の氏名、月齢を明記
申込・問合せ先　多摩市民館

※大学生サポーターも募集中です。
　関心のある方は多摩市民館にお問い合わせください。
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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すべての方を応援するお祭りです。

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支えていく環境づくりと
生涯学習推進を目的としています。

のご紹介

　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、仲間さがしが出来る、「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
ネイトした「子育て支援者関係者会議」を開催しました。その後「子
育て支援会議」と名前を変え、子育てに関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。
　
　毎年、多くの団体の企画・パフォ
ーマンス・情報掲示での参加があり、
賑わいを見せている「たまたま子育
てまつり」、ぜひ皆様も参加してみ
てください！

たまたま
子育てまつり

って何？？

親子で一緒に
楽しめます！
親子で一緒に
楽しめます！

おもしろい企画が
盛りだくさん ！
おもしろい企画が
盛りだくさん ！
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第 1会議室 	 絵本の読み聞かせ、人形劇など‥‥‥‥‥‥‥菅小図書ボラ “ゆかいな仲間達”

	 休憩スペース
第 2会議室 	 授乳スペース
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 	 親子で防災ゲーム‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ＳＩＶ（専修大学生田ボランティア）

第 6会議室 	 親と子でみよう	つくろう	豊かな文化！‥‥‥‥ かわさきおやこ劇場

イメージキャラクター
まーるちゃんフロア案内

第 1・2学習室 	 牛乳パック工作となりきりフォトスポット‥ 特定非営利活動法人ままとんきっず

　　　　　　　ボーイスカウトの必殺技！‥‥‥‥‥ 日本ボーイスカウト神奈川連盟川崎第 46 団

児童室 	 語って歌って楽しもう！‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 猫と金魚

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

　　　　　　キットパスで遊ぼう！手型アートをつくるよ‥‥‥ ゆうずうむげ

大会議室 	 作って遊んで大満足！楽しいよ！！
　　　　　　　おやじのお店「お父さんと子どものたまりバー 2019」‥‥ 川崎おやじ連

　　　　　　　子育て応援抽選会 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 多摩区商店街連合会

　　　　　　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	
視聴覚室 	 子どもも大人も楽しもう♪‥‥‥‥ コミュニティーハウス MUKU 子育て応援隊

体育室 	 みんなあつまれ！あそびのひろば〜あかちゃんから楽しめるよ〜‥‥多摩区公私立認可保育園

17回
第

5F

3F

4F

※修理できないものもあります。詳しくは 8 月下旬配布のチラシをご覧ください。

‥‥‥‥‥‥‥菅小図書ボラ “ゆかいな仲間達”‥‥‥‥‥‥‥菅小図書ボラ “ゆかいな仲間達”

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 川崎人権擁護委員協議会‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 川崎人権擁護委員協議会

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 川崎ＹＭＣＡ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 川崎ＹＭＣＡ
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おまつり屋台‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 多摩区民生委員児童委員協議会

ポップコーン、かき氷、焼きそばの模擬店‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥登戸子ども会連合会

子ども用品のバザー・地元食材の販売 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 川崎多摩ライオンズクラブ

大ホール 	 一緒にうたおう！ 0歳からのファミリーコンサート
                                   ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 土屋　朱帆（13:00 開場　13:30 開演）

	 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遊ぼう‥‥‥‥‥‥‥‥‥ たまたま子育てネットワーク

　　　　　　　多摩区民生委児童委員協議会活動紹介パネル展示
　　　　　　　　　　　　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 多摩区民生委員児童委員協議会

　　　　　　　こつぶっこ等活動紹介 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 多摩保育グループ

　　　　　　　子育てひろば等活動紹介 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 子育てを考える会 グレープ

		　　　　　　 向ヶ丘遊園跡地は 5年後に生まれ変わります
　　　　　　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 向ヶ丘遊園の緑を守り、市民いこいの場を求める会

市民館事務室 	 迷子センター

アトリウム 	 オープニングセレモニー＆
　　　　　　　うきうきわくわくエンターテイメントショー
　　　　　　　［出演予定］	
　　　　　　　　ふれあいコンサート‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ おんたまアンサンブル

	 子育て中でもライブを楽しもう！！‥‥‥‥‥‥‥ワガママＳＵＮバンド

　　　　　　チアダンス ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 川崎 YMCA	
																								手話歌披露と手話紹介 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 日本女子大学手話サークル　あやとり

　　　　　　演劇・落語・ショートコント ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ IKUTA アクターズスタジオ

　　　　　　♪ダンススタジオ	フォセット♪キッズパフォーマンス ‥ Fossette KIDS ☆

　　　　　　ヒップホップ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ animo

　　　　　　　　　　　　※ベビーカー置き場…館内の通路確保のため、ベビーカーで来場される方は１階アトリウムにてお預け
　　　　　　　　　　　　 ください。（会場へはベビーカーでは上がれません）

1F

屋外

2F

　　　　　　チアダンス　　　　　　チアダンス
																																																

　　　　　　演劇・落語・ショートコント　　　　　　演劇・落語・ショートコント
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　ヒップホップ　　　　　　ヒップホップ
　　　　　　　　　　　　※ベビーカー置き場…館内の通路確保のため、ベビーカーで来場される方は１階アトリウムにてお預け　　　　　　　　　　　　※ベビーカー置き場…館内の通路確保のため、ベビーカーで来場される方は１階アトリウムにてお預け
　　　　　　　　　　　　 ください。（会場へはベビーカーでは上がれません）　　　　　　　　　　　　 ください。（会場へはベビーカーでは上がれません）

ホワイエ
（大ホール前ロビー）
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開催期間　9月15日（日）
時　　間　10時〜14時30分
会　　場　多摩区役所1階　地域みまもり支援センター・アトリウム
問合せ先　多摩区役所　地域みまもり支援センター　
� 健康フェスタ事務局
� 電話044-935-3228

地域で育てる
みんなの健康

主催：健康フェスタ実行委員会

健康チェックや相談、脳トレ、健康体操などの体験ができます。スタンプラリ
ーもあり、子どもから大人まで楽しめるイベントです。先着２００名様には、
素敵なプレゼントもあります。ぜひ、御参加ください。

多摩
区健康フェスタ2019
地域で育てる地域で育てる地域で育てる地域で育てる地域で育てる地域で育てる地域で育てる地域で育てる地域で育てる地域で育てる地域で育てる地域で育てる地域で育てる地域で育てる地域で育てる地域で育てる地域で育てる

多摩
区健康フェスタ2019

健康づくり推進事業

会　場 内　容 関係団体

地域みまもり
支援センター
１階

講堂 産後のママやパパの健康づくり
～離乳食ミニ講座含む～

講話
※事前予約制 【講師】多摩区食育推進分科会

講堂 きれいなママになるボディメイク
～親子で楽しい体操～ 体操 【講師】多摩スポーツセンター

インストラクター

講堂 頭と体を使う認知症予防体操
コグニサイズ 体操 川崎ＹＭＣＡ

栄養室 みんなでたのしく食育を 試食・展示・
体験

多摩区食生活改善推進員
連絡協議会

第２・３
相談室 健康チェックコーナー 測定・相談 多摩区薬剤師会

受付付近 脳トレーニングコーナー 体験 川崎市認知症ネットワーク・
多摩

歯科相談室 歯科健診・相談・フッ化物洗口体験 健診・相談 多摩区歯科医師会

第 1相談室 作品展（絵手紙・個人作品） 展示 多摩みのりの会

医療相談室 絵本カフェでほっとひと息しませんか！ 絵本の
読み聞かせ

シニア読み聞かせボランティア
りぷりんと・かわさき

会議室 地域包括支援センターを知っていますか？ 展示・相談 多摩区内地域包括支援センター

アトリウム 多摩区いきいき体操 体操 多摩区いきいき体操運営委員会

※このほかにも専門家による相談窓口など、子育て中のパパやママ、子どもも楽しめる催しを用意しています。
※詳しい内容は多摩区役所ホームページにチラシを掲載しております。
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未だになくならない差別、偏見、ハラスメントなど、一人一人が社会の構成員として、
自他を尊重し、何ができるのか？みんなで一緒に学びましょう。

平和人権学習

開催期間　10月〜令和２年２月　土曜日　全9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　他
対　　象� 関心のある方　　定　　員　３０名【先着】
参加費・受講料　無料（但し、安全対策費として１００円
　　　　　　　　程度かかります。）�

申込み開始日時�　９月25日（水）１０時から
申込方法� 来館、電話、ＦＡＸまたはホームページ
申込・問合せ先�　多摩市民館�
そ の 他 �詳細はチラシや多摩市民館ホームページを御
　　　　　覧ください。

多摩市民館市民自主企画事業

課題別連携事業

多摩市民館ふらっとカフェ

たま学びのフェア２０２０

企画運営：ふらっとカフェを広める会

企画運営：たま学びのフェア実行委員会

誰もが立ち寄れるみんなの居場所（＝地域カフェ）を開催します。開催時間中の出入りは自由です。
地域の情報を知りたい、地域で知り合いを増やしたい、なんとなく自宅以外で過ごしたい．．．
理由はひとそれぞれ．．．どなたでもご利用できます。ぜひお越しください。

多摩区内で活動する、学習サークル・グループの学習発表や市民の皆様に活動紹介をする
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。
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２日（月）から市民館で配布の案内を御覧ください。

考えよう　ともに生きる社会を

開催期間	 11月～令和２年3月　
　　　　　　毎月第１火曜日　全５回
時　　間	 13時30分～15時30分
会　　場	 多摩市民館　５階　料理室
対　　象	 関心のある方

開 催 日 フェア：令和２年３月14日（土）・３月15日（日）
　　　　　ギャラリー：令和２年３月13日（金）～18日（水）
　　実行委員会
　・開催日		第１回　令和元年10月13日（日）
													 　第２回　令和元年11月24日（日）
　　　　 　第３回　令和２年１月12日（日）
　　　　 　第４回　令和２年２月９日（日）
　・時　間　14時～16時
　・場　所　多摩市民館　第１会議室
　　　　　　※参加される団体は、
　　　　　　　必ず実行委員会に御出席ください。　

参 加 費 	無料（ただし、お茶代として100円）
申込方法	 申込不要
問合せ先　多摩市民館
そ の 他 	当日、開催時間中に会場にお越しください。

会　　場	 多摩市民館
対　　象	 多摩区内で活動している自主学習グループ、
　　　　　個人（ギャラリー展示）	
参 加 費 	サークル連絡会加入団体：1,500円
　　　　　非加入団体：2,500円
　　　　　個人：500円
締 切 日 	フェア：令和元年10月１日（火）
　　　　　ギャラリー：令和２年１月17日（金）
申込方法	 ９月２日（月）から、市民館事務室で配布の
　　　　　申込書により申込み
申込・問合せ先　多摩市民館

たま
学びのフェア
２０２０

子どもの悩みも問題も多様化している現代、不登校・貧困
と教育の連鎖・LGBTなど、さまざまなことがあります。
保護者として、また地域の大人として子どもたちを支え育
むために問題の背景と現状を学び、悩みの根を知り具体的
に子どもたちの心に寄り添う言葉やタイミングを学びます。
そして、グループワークを通して一緒に語り合い、それぞれ
の気づきがあれば幸いです。

開 催 日　11月17日（日）
時　　間　9時30分〜12時30分（受付開始9時）
会　　場　多摩市民館　3階　大会議室
対　　象　関心のある方
定　　員　60名【先着順】
参 加 費　無料
申込み開始日時　9月3日（火）10時から�
申込方法　来館、電話、FAX
申込・問合せ先　多摩市民館

子どもの悩みも問題も多様化している現代、不登校・貧困子どもの悩みも問題も多様化している現代、不登校・貧困子どもの悩みも問題も多様化している現代、不登校・貧困子どもの悩みも問題も多様化している現代、不登校・貧困子どもの悩みも問題も多様化している現代、不登校・貧困子どもの悩みも問題も多様化している現代、不登校・貧困子どもの悩みも問題も多様化している現代、不登校・貧困子どもの悩みも問題も多様化している現代、不登校・貧困子どもの悩みも問題も多様化している現代、不登校・貧困子どもの悩みも問題も多様化している現代、不登校・貧困子どもの悩みも問題も多様化している現代、不登校・貧困子どもの悩みも問題も多様化している現代、不登校・貧困子どもの悩みも問題も多様化している現代、不登校・貧困子どもの悩みも問題も多様化している現代、不登校・貧困子どもの悩みも問題も多様化している現代、不登校・貧困子どもの悩みも問題も多様化している現代、不登校・貧困子どもの悩みも問題も多様化している現代、不登校・貧困子どもの悩みも問題も多様化している現代、不登校・貧困子どもの悩みも問題も多様化している現代、不登校・貧困子どもの悩みも問題も多様化している現代、不登校・貧困子どもの悩みも問題も多様化している現代、不登校・貧困子どもの悩みも問題も多様化している現代、不登校・貧困子どもの悩みも問題も多様化している現代、不登校・貧困子どもの悩みも問題も多様化している現代、不登校・貧困子どもの悩みも問題も多様化している現代、不登校・貧困 開 催 日開 催 日開 催 日開 催 日開 催 日開 催 日開 催 日開 催 日　11月17日（日）　11月17日（日）　11月17日（日）　11月17日（日）　11月17日（日）　11月17日（日）　11月17日（日）　11月17日（日）　11月17日（日）　11月17日（日）　11月17日（日）　11月17日（日）　11月17日（日）　11月17日（日）　11月17日（日）

いろいろあるある・・・わかってあげよう子どもの気持ちパート2
～子どもの「ありのまま」を大切にするには～

主催：多摩区地域教育会議・教育を語るつどい実行委員会

多摩区地域教育会議
教育を語るつどい

地域の居場所の
開店です！

参加団体・個人
（ギャラリーのみ）募集
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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17日（火）、10月21日（月）9月から10月
までの休館日

開館日・時間

問 合 せ 先

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。

多摩市民館を利用してサークル活動をしている皆様へ 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）
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。

サークル・団体活動紹介のお誘い

開催期間　１０月４日（金）〜１１月１日（金）　毎週金曜日全５回
時 　 間 　１３時３０分〜１５時３０分
会 　 場 生田出張所（多摩区栗谷３-３１-１０）他
対 　 象 ５０歳以上の関心のある方
定  員 ��２５名【定員を超えた場合抽選】
受 講 料 無料（ただし、安全対策費として２００円自己負担）
締 切 日 ��９月２７日（金）締切
申込方法  来館、電話、FAX、市民館ホームページ
申込み必要事項　氏名、住所、年齢、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

企画運営　チームとことん！

大いに笑って、楽しく歌い、地域を歩いて健康UP　シニアが生き生き！地域も活き活き！
第１回　笑って話して知り合おう（ウクレレ漫談）
第２回　わらべ歌から学ぶ呼吸法〜鼻歌で防ぐ誤嚥予防
第３回　「これまでの私、これからの私」〜沢山話して、
　　　　たくさん聴こう！
第４回　地域はシニアの力を待っている！
　　　　できることから始めよう〜
������������至誠生館
　　　　さくら乳児院を見学
第５回　地域の良さを再発見！
������������日本経済新聞
　　　　川崎別館見学

シニアの社会参加支援事業（入門コース I I）

とことん延ばそう！健康寿命 Part２ 生田地域で開設

読書普及文化講演会

講　師� 紺野美沙子　　　　開催日�11月13日(水)
時　間� 18時半開演　　　会　場　多摩市民館　大ホール
定　員� 900名【抽選】���　�参加費 無料�

「紺野美沙子講演会」
トークと朗読+音楽の時間

主催　多摩区文化協会　多摩図書館

申込方法　往復はがきに郵便番号・住所・氏名・電話番号・
　　　　　　希望枚数を記入し、申込先までお送りください。
締切日� 10月24日(木)
申込・問合せ先　多摩図書館「紺野美沙子講演会」係　
〒214-8570　川崎市多摩区登戸1775 -1　044-935-3400

寺子屋コーディネーター養成講座 令和元年度多摩・麻生地域の寺子屋コーディネーター養成講座は、麻生市民館を
会場とし、１１月１５日（金）〜１２月１３日（金）、１０時〜１２時、全５回で
開催します。詳細は多摩市民館または麻生市民館にお問い合わせください。
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