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〔 〔20 数年～ 40 年ほど前の川崎の四季、田園風景、名所、茅葺の民家、寺社仏閣等を描いてこられた
さとう菊夫さんの作品をシリーズでお届けします
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未来のまちづくり ･ひとづくり
なかはらミュージカル

■問合せ　なかはらミュージカル実行委員会
℡ FAX 044-733-5547

　3月11日と12日、中原市民館で、なかはらミュージ
カル（以降「なかミュー」と略します）による第5回「多
摩川DEN～水が結んだ絆～」が公演されました。
　なかミューは、もともとは中原市民館の移転開館
記念事業のイベント「NAKAHARA ACT STREET」
（2009年4月開催）から生まれ、その後、中原区制40周
年記念に合わせて中原区初の市民ミュージカルとし
て立ち上げられま
した。
　2013（H25） 年2
月16日、 第1回 の
ミュージカル「水の
郷のものがたり」を
上演し、舞台は大
成功でした。
　なかミューは、中原区地域課題対応事業の地域コ
ミュニティ活性化推進事業として中原区から認定さ
れ、『①舞台芸術活動を通して、地域文化の振興発展と
中原区の魅力を発信する　②多くの区民の参加によ
り、世代を超えた豊かな「交流の場」をつくる　③人や
まちへの理解を深める　④次代を担う子どもたちに
とって、この活動が実りある体験となり未来の「まち
づくり」、「ひとづくり」に貢献できるものとなるよう

に努力する』こと等をめざ
して活動しています。
　なかミューの活動は、6
月に参加事前説明会・キャ
スト公募、7月に配役オー
ディション、8月上旬に配
役発表・保護者説明会が
行われ、長期の練習期間

を経て、3月の公演本番まで年間スケジュールが組ま
れています。キャストには、小学１年生から60代の方
まで参加しています。
　2月5日（日）、練習の様子を見学しました。はじめに
身体をほぐし、発声練習をしていました。この日は、

バンド、ピアノ、エレ
クトーン担当と綿密な
音合わせをしていまし
た。オリジナルの脚本
（台本）演出・演技、楽
曲・音楽・歌唱、振付・
ダンス等を担当するス
タッフの熱心な指導を
はじめ、衣裳・照明・大道具・小道具・舞台装置等、
どれもが手づくりで出来
ていることに驚きました。
舞台装置等は、スタッフ
の他に保護者の協力も得
ながら製作していました。
　練習前に大人キャスト
に聞くと、「はじめ子ども
が入ったが、自分も興味
が出て参加しました。子どもが輝く姿が嬉しいです
（鈴木恵子さん）」「練習時間をつくるためのやりくり
がとてもたいへんです（今井秀美さん）」「ストレス解
消・気分転換ができています（松原晴美さん）」「上達
していることが分かったり、学校等で誉められたり
することが励みになっています（中学生の鈴木かれん
さん）」等話をしてくれました。また、なかミューの
Facebookには、「あと少
しで、みんなと練習で
きるのが終わっちゃう
から、全部の練習を悔
いなくやりたい」「みん
なでもっと団結できる
ようなチームにしてい
きたい」等のメッセージ
が多数ありました。共に励まし合って練習した仲間た
ちとの友情と大きな絆が育まれていました。保護者
は、キャストの衣裳づくりを楽しみながら作っている
様子もうかがえました。
　実行委員長として5年目の横井史恵さんからは、「稽
古動画」をネットで利用していること、自主的に協力
してくださる保護者が増えていること、地元を大切
に思うスタッフのみなさんの話等を聞くことができ
ました。「キャストとスタッフが協働で力を合わせて
一つのミュージカルを創り上げていく過程を通して、
猛練習の想い出や公演本番での達成感等が、必ずや次
世代へいい想い出としてつなげていくステップにな
ることを信じ、裏方として運営に携わっている」とい
う言葉に、責任感とやりがいを感じることができまし
た。

▲第5回公演　（2017.3.11 ～ 12）

▲第 1回公演（2013.2.16）

▲配役発表

▲バンドとの音あわせ

▲舞台装置等の製作

▲練習の様子

Stage Up 215号  2017（平成29）年4月1日発行
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まちへの愛着が活動の根幹に
日吉郷土史会

　日吉郷土史会（以
後、「同会」と略しま
す）は、区役所の協
力を得て、2014（H26）
年から幸区地域課題
対応事業「地域資源
を活かしたまちづく
り事業」の一環とし
て、講座「日吉の歴
史をさぐる」全12回

（4月～翌年3月の主に第3土曜日14時）を主催していま
す。
　同会の始まりは南加瀬こども文化センターで開催
された歴史の講座でした。講座終了を残念に思った人
たちが会を立ち上げようと仲間を集め2002（H14）年
に発足しました。地元の歴史に詳しい人たちは高齢に
なり、「伝えていかなければ埋もれてしまう日吉の歴
史を、後の世代にもつなげたい」との思いから『日吉郷
土史会』と名づけました。

　2003（H15）年、講
座は、日吉分館の設
立以来、幸区の自主
学級事業やまちづ
くり事業の支援を
受け、テーマを「私
たちのふるさとを
語ろう、知ろう」「日

吉の歴史をさぐる」等の地域を大切にしたテーマを設
け、自分たちのまちへの愛着が活動の根幹となるとい
う信念をもって活動を推進しています。講座の講師は
多岐にわたっており、考古史・地域の史実・地域産業
の推移・日吉の昔話等に詳しい方や、ミュージアム学
芸員を始め地域郷土史家等により実施されてきまし
た。
　日吉の郷土史と関係の事柄に目を向けるのはもち

ろんのこと、講座
の中では見学や訪
問を大切にしなが
ら、広く歴史をと
らえる学習もすす
めています。
　日吉郷土史会の
ホームページには、
「無量院訪問（H19
年）」「仮名手本忠臣

蔵の世界（H23 年）」「赤穂浪士と歌舞伎（H26 年）」等の
見学記録が掲載してあり是非一度ご覧いただきたい

内容です。
　地域の小学
校での学習支
援も大切な活
動のひとつで
す。例年、日
吉小学校の6
年生には、日
吉地区の歴史
について話を
した後、その
中から、子どもたちが持った疑問や課題に取り組みま
す。「加瀬山古墳の歴史」「日吉地区の昔話」「加瀬山と
太田道灌」等・・・各自の課題に対して同会のメンバー
が講師となり、適切な指導助言を行っています。3年
生は、毎年、七輪を使い炭火起こし体験をしています
が、同会のメンバーが一緒になって餅を焼き、昔の生
活について話しながら、一緒に餅を食べています。児
童数の増加に伴い、2015（H27）年からは、3日間の活
動になりました。
　日吉分館の3階ロビーには、日吉郷土資料コーナー
があり、同会は展示に協力
しました。
　代表の近藤政次さんから、
同会の活動について伺いま
した。昨年9月、幸区文化祭
で行った『ミニ歴史講演』に

参加した
40代～50
代男性か
ら、「地元の歴史に興味はあったの
ですが、平日では、なかなか参加
できる機会がとれませんでした。
今回、日曜日に開講してくれたお
かげで、貴重な話を聴くことがで
きてとてもよかったです。日時の
設定を調整してくださり感謝して

います。」と嬉しい言葉をいただいたそうです。
　2016（H28）年度からは、同会のメンバーが講師と
なり、「日吉ミニ歴史講座」を5月～6月、10月～11月に
かけて各5回ずつ開催しました。2017（H29年）度も引
き続き開催する予定で計画中です。

■問合せ　近藤 政次さん　℡044-599-3027

▲日吉郷土史会の役員

▲継続している6年生への日吉の歴史講話

▲日吉郷土資料コーナー
▲熱心に聴き入る受講者

▲忠臣蔵の屏風絵 成川家所蔵

▲近藤政次さん

※「シニアのパレット」は、「まち・ひと・多面体」に統
合しました。今後とも、地域における注目すべき取り
組み・地域貢献・継続的な活動等を行っている個人や
グループを紹介して参ります。
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≪寺子屋先生養成講座の開催日程と申込方法≫

●開催日程

期 会 場 日 程 受付期間

Ⅰ期 川崎市生涯学習プラザ 4/19･26,5/10･17

Ⅱ期 宮前市民館 5/24･31,6/7･14

Ⅲ期 幸市民館 6/21･28,7/5･12

Ⅳ期 麻生市民館 9/13･20･27,10/4

Ⅴ期 高津市民館 10/11･18･25,11/1

Ⅵ期 教育文化会館 11/ 8･15･22･29

Ⅶ期 多摩市民館 1/10･17･24･31

●講座の内容
・寺子屋の概要、教材等

・寺子屋関係者の話

（実施校校長・コーディネーター）

・具体的事例を通してのワークショップ

・実施寺子屋見学

●申込方法

必要事項

(１)第何期「寺子屋先生養成講座」申込

(２)名前（ふりがな）・年齢

(３)郵便番号・住所

(４)電話番号

※（ホームページから申し込みの方は、

メールアドレス必須）

からお申込みください。

問合せ・申込先
〒211-0064 川崎市中原区今井南町 28-41 川崎市生涯学習プラザ内

（公財）川崎市生涯学習財団 事業推進室「寺子屋先生養成講座」担当

☎０４４-７３３-６６２６ FAX ０４４-７３３-６６９７

＜今後の財団情報掲載予定＞

6月号：夏休み子ども事業（キッズセミナー、
サマーキャンプ、子ども陶芸教室）

8月号：生涯学習ボランティア事業
10月号：スポーツ教室、文化教室、陶芸教室
12月号：施設利用、ロビーコンサート
2月号：かわさき市民アカデミー協働事業

学習支援の様子

（寺子屋たかつ） （寺子屋なかのしま）

＜寺子屋先生の主な活動 Ｑ＆Ａ＞

Ｑ１：寺子屋先生になるには教員の資格が必要ですか。

Ａ：寺子屋先生は子どもの主体的な学習を支援する立場ですので、資格は必要

ありません。

Ｑ２：寺子屋先生の登録はどうすればいいですか。

Ａ：養成講座の時に配布される「地域の寺子屋事業協力者登録票」に記入して

提出するか、電話で教育委員会に連絡をしてください。

Ｑ３：活動の内容と場所を教えてください。

Ａ：小学校の特別教室や空き教室を利用して、授業が終わった放課後に行いま

す。勉強を教えるというより、子どもと一緒に考えたり見守ったりする姿

勢で臨んでいます。

Ｑ４：無償ですか。

Ａ：交通費程度の謝礼をお支払いしています。そのためお住まいの近くの寺子

屋を紹介しています。

Ｑ５：コーディネーターとは、どんな方ですか。

Ａ：その寺子屋の運営にかかわる活動をします。寺子屋先生の調整や学習支援

や体験活動の企画、会計など総合的なコーディネートを行います。

＜地域の寺子屋事業 情報交換会 ２月２２日（水）＞

＝寺子屋に参加している子どもの保護者の感想＝

・帰宅してから外部に通うのではなく、下校時そのまま学校内で学習指導をして

いただけるという本当に安全で安心な教室だと思います。授業ではなかなか触

れることのできない伝統や一般常識などのお話もしてくださっているようで、

どうぞこのまま末永い存続を願います。ボランティア有難うございます。

・子どもたちの放課後の居場所提供、また地域の隠れた人材を活かせる等複数のメ

リットがあり、とてもよい取り組みだと思います。

▲ドイツのボードゲーム

▲浮世絵版画教室

▲茶道体験

▲情報交換会の様子（2017.2.22）

▲ＪＡＸＡ水ロケット

川崎市教育委員会が 2014（平成 26）年度にスタートした「地域の寺子屋事業」により、「寺子屋」が川崎市内

の小学校で次々に始まっています。「地域の寺子屋」とは、学校の施設を利用して、週１回平日の放課後に実施

する＜学習支援＞と月１回土曜日等に行う＜体験活動＞の２種類で構成されています。「寺子屋先生養成講座」

は、週１回実施の学習をサポートする「寺子屋の先生」を養成する講座です。教員免許等の資格は必要ありませ

ん。現在29の寺子屋が開講しており、更に多くの寺子屋の開講を目指しています。そのため 2017（29）年度は、

市内７区全てにおいて「寺子屋先生養成講座」を実施し、寺子屋で活躍するスタッフを養成する計画です。（公財）

川崎市生涯学習財団は、教育委員会から委託を受け、この講座の運営に携わっています。申込受付やチラシ作

成等を行っていますので、多くの方々の参加申し込みをお待ちしています。

事業・講座の紹介財 団 情 報
川崎市生涯学習財団は、

地域での学び合いを

支援しています。

Stage Up 215号 2017(平成 29)年 4月 1日発行

　Ⅰ期からⅦ期までのどの講座でも受講できますので、ご都合のよい講座を見つけてお申し込みください。新し

い生き方の一つとして寺子屋先生でご活躍してみたらいかがでしょうか。

　はがき、ＦＡＸ、電話、ホームページ、
川崎市生涯学習プラザ窓口へ

3/1-4/5

3/1-5/10

3/1-6/7

3/1-8/30

8/1-9/27

8/1-10/25

8/1-12/13

　当財団は、昨年７月に中原区の寺子屋実施団体に働きかけ「地域の寺子屋事業」

情報交換会を行いました。「各寺子屋の課題等の情報を共有することは、寺子屋運

営に大いに役立つ」等、次回の開催を要望する意見が多数寄せられました。

　今年の２月には、より寺子屋運営を円滑かつ効果的に行えるように川崎市全体

へ範囲を広げてはたらきかけところ、18の実施団体の参加があり、寺子屋事業へ

の熱き想いが伝わる情報交換会となりました。

　前半、川崎市教育委員・玉川大学教授の中村 香氏による『寺子屋で育てたい子

ども・地域』という演題で基調講演をしていただきました。寺子屋先生の思いを

つなげ、子どもが多様な経験を積み重ねる機会となり、さらに自尊心の育つ場に

なってほしいという寺子屋事業の意義を確認しました。また、学習指導要領改訂

の方向性をふまえた講話に耳を傾けながら、各自がかかわる寺子屋の方向性を思

い浮かべ、運営の充実に向けて自信をもらえる有意義な講演となりました。

　後半は６つの分科会で、寺子屋に参加する子ども一人ひとりを思い浮かべなが

ら、寺子屋の運営の様子や学習支援のこと、体験学習の内容等での悩み等を聞き

合っていました。「参加してよかった」「来てよかった」と、笑顔あふれる寺子屋が

ますます増えていくことが期待できる情報交換会となりました。

　寺子屋事業は、子どものみならず大人の学びと交流もつくりだしています。

体
験
活
動
の
様
子

かわさきの生涯学習情報

講座 ･イベント情報

「寺子屋先生」養成講座

ＨＰ http://www.kpal.or.jp
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　ふるさと館は大山街道沿
いに位置する資料館とし
て、地域の歴史・民俗等に
関する資料や郷土にゆかり
のある人の美術、文学等の
展示や市民の方々にさまざ
まな学習の場を提供し、郷
土の理解や地域の活性化に
寄与する事業を行っていま
す。
　また、会議室・ホール・
和室の貸し出しも行ってい
ます。

◆「歴史探究講座」（9/16,10/14,2/24の3回）
　渡しと橋シリーズ（六郷・丸子・二子）
◆「街道学習講座」（10/26,11/9,11/16の3回）
　大山街道の魅力を体感（愛甲石田から大山まで）
◆「ふるさと発見講座」（5/28,12/6の2回）
　川崎の発展に尽くした人物伝（高津に身を捧げた大島宗美氏）・他
◆「ふるさとまち歩き講座」（4/20,10/19,1/19の3回）
　ふるさと館周辺、上作延方面、梶ヶ谷方面
◆「街のマイスター講座」（5/28,2/7,3/3の3回）
　お米、お酒、コーヒー
◆「ぶらり散歩老舗訪問」（11/1）　二子散策と料亭「やよい」
◆「ミニふるさと発見展」（4，9，1月の3回）
　①久本・末長村の歴史 ②梶ヶ谷・子母口村の歴史 ③久末・明津村の歴史
◆「ふるさと館まつり」（5/28,11/26,2/24～3/2の3回）

　「川崎市子どもの権利に関する条例」を
基に、その具現化を目指してつくられた
「子どもの、子どもによる、子どものた
めの施設」です。2003年7月にオープンし
14年目になりました。プレーパーク（冒
険遊び場）は土や水、火や木材・工具な
どを使い、子どもたちによって自由につくり変えられる遊び場
です。子どもの「やってみたい」気持ちを大切に、自主的・自発
的活動を支援し、運営や遊具の製作・設置・撤去、イベントの
開催などに子どもたちの意見を聴き、一緒に取り組んでいます。
ぜひ、遊びに来てください。月・水・土・日曜日が火と工具を
使える日です。

◆「夢パまつり2017」7月17日（月・祝）　
　水と泥で1日遊べるイベント
◆「KUJIROCK」7月開催予定　　　
　スタジオで中高生達が企画・運営のライブイベント
◆「こどもゆめ横丁2017」11月5日（日）　
　子どもたちのつくった街が出現。お店も商品も
　子どもたちの手作りアイディアいっぱい
◆「クリスマスイベント」12月23日（土）　
　みんなでクリスマスの雰囲気を楽しみます
◆「初夢！新春イベント2017」1月上旬　
　おもちつき・どんど焼き等、お正月の文化を
　体験できます

　川崎市出身の詩人で童謡作家の小黒恵子氏
が、自宅を改築して 1991（H3）年に開館しまし
た。2014（H26）年に小黒氏が亡くなったのち
川崎市に遺贈されました。
　このたび、童謡文化体験と地域の憩い、交流
の場としてリニューアルオープンし、展示の
ほか、貸館や貸ホールも行います。
　入館料（予定）：大人 200 円、小学生以上 18 歳以下 100 円
　年間パスポート：大人 1,000 円、小学生以上 18 歳以下 500 円
　開館日・時間（予定）：土・日・月・祝日　10：00 ～ 17：00
　※ 4月 1日（土）は、13：00 から開館
　※ 4月 4日（火）～ 7日（金）は、オープン記念週間にて開館
　※ 4月 1日、2日の入館料は無料
　※閉館日のホール使用については応相談

◆第１部
日時：4 月 1 日（土）
 13：30 ～ 16：00（開場 13：00）
 定員 80 名（当日先着）、料金：無料
出演：開館記念声楽アンサンブル
（秋山徹、さつき、境信博、笹子まさえ）、琴伝流
大正琴 カトレアグループ、川崎めぐみ幼稚園
コーラス プリムローズ、秋山雅子（朗読）、溝の
口ジャズユニット（和田忠也、野村晃介）
◆第２部
日時：4 月 2 日（日）
 13：30 ～ 16：00（開場 13：00）
 定員 80 名（当日先着）、料金：無料
出演：川崎市内のコーラスグループ

高
津
区
大山街道ふるさと館 JR南武線武蔵溝ノ口駅・東急田園都市線溝の口駅下車徒歩7分

東急田園都市線高津駅下車徒歩５分　　℡　044-813-4705

子ども夢パーク ＪＲ南武線津田山駅下車5分  ℡ 044-811-2001
高
津
区

小黒恵子童謡記念館 二子新地駅より徒歩10分、高津駅より徒歩11分　川崎市営バス・
東急バス 北見方バス停より徒歩3分　℡044-767-9646（4月から）

高
津
区

記念コンサート4月 1日リニューアルオープン

施設外観▲

▲街道学習講座

▲街のマイスター講座

子どもが自由な発想で、遊び、学び、つくり続ける居場所 2017（H29）年度の主な事業

歴史をつなぐ人をつなぐ 2017（H29）年度の主な事業

市内公的施設および当財団が管理運営する施設の紹介
Stage Up 215号  2017（平成29）年4月1日発行
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2017（平成29）年度 財団主催（共催）講座・イベントの紹介

春の☆キラリ文化教室のご案内
◆お楽しみコーナー（クイズ）◆
◆２枚の写真の違っているところ１つは？

2017年度　川崎市生涯学習プラザ
　

　 講座・教室名 日時・曜日

1 楽らく歌の教室 5/16･30，6/13･27，7/18
13：20 ～ 14：50  （火）

2 メディカルハーブ＆アロマテラピー
5/9･23，6/6･13･20
10：00 ～ 11：30  （火）

3 風景写真教室 5/11･18，6/1･8･22
14：00 ～ 16：00  （木）

4 色えんぴつ画入門 5/22･29，6/5･26，7/3
14：00 ～ 15：30  （月）

5 ワインを気軽に楽しむ 5/17･31，6/7･21，7/5
14：00 ～ 15：30  （水）

6 落語入門 5/9･23，6/6・20，7/4
13：30 ～ 15：30  （火）

＜会場＞生涯学習プラザ会議室 他  　
＜定員＞20名程度全教室5回・受講料は4,500円+教材費 
＜申込＞　☆締切：各教室とも 4 月 21 日（金）必着
☆対象：15歳以上の方（ワインを気軽に楽しむは20歳以上）
☆方法：①ハガキ（教室名 ･住所 ･氏名 ･電話番号）
　②直接プラザ窓口　③TEL733-6626 FAX733-6697 受付
☆受講料払込：抽選結果等を 4月 24 日以降に郵送
☆受講応募多数の場合は抽選。人数により中止もあり
〒 211-0064 中原区今井南町 28-41
 生涯学習財団文化教室担当

（※財団近くの渋川で泳ぐカルガモです）
【応募方法】
①答え　②〒・住所　③氏名　④今号の誌面で
よかった記事（理由）を書いて、はがき、FAX、
Eメールで担当宛、応募してください。
※締切　2017年4月30日 必着
※正解　ホームページ及び次号に掲載
※正解者3名に500円の図書カードを贈呈
　　（発表は発送に代えさせていただきます）
〒211-0064 中原区今井南町28-41　
 川崎市生涯学習財団
 Stage Up（ステージアップ）担当
 Eメール：stage-up@kpal.or.jp
 TEL 044-733-5811 　FAX  044-739-0085
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当財団が主催する講座の案内・お楽しみコーナー
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