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　江戸末期から始まった渡し舟は「作場渡し」と呼ばれていた。渡船場は、上菅と下菅につくられ、船頭小屋が置
かれていた。現在は民家園に保存されている。村営の渡し舟は、畑作に通う農家は無料だった。1973（昭和 48）年に
廃止されたが、現在は貸しボート屋が競輪開催日のみ臨時運行している。

〈川崎百景〉 さとう菊夫シリーズ⑥ 菅の渡船場1981年 油彩

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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郷土芸能を後世に末永く伝える
　　新城郷土芸能囃子曲持保存会

　新城郷土芸能囃子曲持
（はやしきょくもち）保存
会（以降「保存会」と略し
ます）は、会員 25 名：平
成 28 年 12 月 7 日現在、
週 2回（火曜日・土曜日）
新城神社で練習を続けて
います。
　明治初期からあった囃

子や曲持ですが、これまで囃子は神事・祭事等に欠く事
のできない庶民芸能として伝習され、曲持は、神社の遷宮
や祭礼、仏閣の落慶式、民家の上棟式等、人の多く集まる
所で行われてきました。
　1973（昭和 48）年、新城小学校創立 20 周年の記念式典
の際合同で公演してみたところ、囃子の音と曲持のエネ
ルギッシュな技がよく合い、さらに心地よいリズムに迫
力が生まれました。それぞれに長い歴史があり、大切に
受け継がれてきた郷土芸能を後世に末永く伝え、より
強固なものにしようと、この保存会が結成されました。
1977（昭和 52）年には、「かながわ民俗芸能 50 選」に選定
され、1978（昭和 53）年には、「市重要習俗技芸」に指定さ
れています。
　曲持は、時代の移り変わりとともに、枡や一斗桶、長柄、
脚立、箱等の道具を用いて米俵を投げ合う技から、さらに
改良を重ね、梯子を使った御所車の蔵入れや、腹餅等の荒
技も取り入れ、今日に至っています。
　現在は神社の祭礼、正月の獅子舞、県・市の行事等の出
演、発表会、福祉施設の訪問等、地域に密着した活動を続
けています。

　年間の主な活動としては、
① 毎年 10 月第 1日曜日、新城神社の秋季例大祭（れいた
いさい）で 20 時から演芸会のラスト公演
② 正月 2日・3日、9時から夕方まで、悪魔払いの獅子
舞が 200 軒弱の家を訪問
③ 毎年 3月に行われる川崎市民俗芸能発表会で公演（今
年度は、第 39 回で
平成 29 年 3 月 5 日
に多摩市民館で開
催）
④ 地域施設等へ表
敬訪問（養護学校・
老人会・幼稚園等）
⑤ 新城小学校で 3
年生社会科の出前
授業（公演と体験：今年度は、12 月 20 日に実施）・新城
小学校で年間を通して「郷土芸能クラブ」で曲持とお囃子
の指導
⑥ 年に５～６回、出演者の調整のできる範囲で、祝い事
や各種団体の周年行事での出演依頼に対応、等です。

　会長の矢嶋一義さんに保存会の活
動や歴史について伺いました。
　「演技を観てもらうことが一番励
みになっている」「発表の機会がある
ため、厳しい練習にも耐えることが
できる」「祭礼や公演時に、知人や観
衆から『かけ声』があると、たいへん
嬉しくなる」「練習後はその場で
一杯飲みながら、練習の反省や情
報交換をしながら、次回以降の練
習内容の予定や出演依頼への調
整等を行っている」。課題として
は、「保存会の維持・推進のために
は、若手の継承が大事、まずは興
味を持ってもらうところから始
めている」「昨年 10 月の新城神社
の例大祭では、新城小学校で指導
している子どもたちが曲持を披
露しました。将来、囃子や曲持の
後継者候補として期待している」
等、話してくださいました。

　保存会の 40 周年記念誌、「伝統
芸能 40 年の歩み『しんじょう』」
〈2013（平成 25）.6.1 発行〉には、
1973（昭和 48）年から現在までの
記録と写真が豊富に掲載されて
います。特に、曲持の演技では、た
くさんの技に名前がついている
ことが分かりました。
　曲持の道具（農耕生活に根ざし
た道具の数々）や囃子で使う諸道
具（朱塗獅子頭・神楽面・楽器等）
の写真から、道具を揃えたり、修
理をしたりしてきた保存会のみ

なさんの努力は、計り知れません。
　曲持にとって俵はとても大事な道具で、俵がないと何
もできません。俵は
日々の練習の中で激
しく使われるために
傷みがとても早く、
そのため毎年新しく
作り替えています。
俵作りの技能を継承
していくことも保存
会の大切な仕事のひ
とつで、稲藁の調達から、菰（こも）や俵（四斗俵・飾り俵・
曲俵）の作り方、縄の結び方等大先輩から教わっていま
す。俵の他に最近は桶屋がなくなっており、一斗桶や長
柄等を修理してくれるところを探すのが難しくなってい
るそうです。

■問合せ　矢嶋 一義 さん　℡ 044-766-5872

▲ ４０周年記念誌

▲ 箱抜き

▲ 御所車の蔵入り　

▲ 練習会場の新城神社

▲矢嶋 一義さん

▲ 川崎市民族芸能発表会
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太陽と水と大地の恵み 自然を大切に
飛
とん

森
もり

谷戸の自然を守る会
　宮前区初山で活動し
ている「飛森（とんも
り）谷戸の自然を守る
会」（以後「同会」と略し
ます）は、1996（平成 8）
年宮前区の「区づくり
プラン」の主旨に沿い、
緑のボランティア団体として発足し今年 21 年目を迎え
ました。年会費や会則が無い団体で、「太陽と水と大地の
恵み自然を大切にしよう」をキャッチフレーズにし、「知
覚動考（ともかくうごこう）」をモットーに里山づくりに
取り組んでいます。
　とんもり谷戸は宮前区の北西に位置し、川崎国際生田
緑地ゴルフ場に隣接する正八幡社跡地とおもい出のうた
のこみちのある「やすらぎの森」からなる雑木林及び、ゴ
ルフ場内にある滝沢の池（初山の池）から流れ出る用水
路（とんもり川）とから
形成されている場所で
す。
　定例作業日や継続的
な活動として「雑木林
の手入れ・遊歩道の整
備」「とんもり川（初山
用水路）の清掃」「掲示版の修理」「田んぼつくり」「味噌作
り」等を行っており、さらに、イベントとして「森の音楽
会」「自然観察会」「森の交流会（長野県佐久市との交流）」
等を行っています。また他団体との協働で多岐にわたり
様々活動に参加しています。
　同会は長年に渡る川の清掃や草刈り、田んぼの手入れ
等の活動の他、蛍の保護や音楽会、さらに小学校の環境教
育等も行うことで、コミュニティの重要な場として定着
していることが高く評価され、「飛森谷戸～里『都』山づく
りを楽しもう～」が 2015（平成 27）年 1月に『国土交通省
手づくり郷土賞・大賞』、さらに同会も、2016（平成 28 年）
2月には『かながわ地球環境賞・地球環境保全活動部門』
を受賞しました。
　TONMORlKlDS では子どもたちの森遊びとして木登
りや自然観察会等の森の楽習会を不定期に行っていま
す。近隣の小学校では、とんもり谷戸の動植物を教材に
した、環境学習の授業が展開されています。

　同会の会長の髙木一弘さんは、子ど
もの頃、ゴルフ場の斜面が格好のス
キー場で、舵をとることのできる自作
ソリや竹スキーで遊び、勢い余って、池
の中に落ちてしまうこともあったこと
を懐かしく話してくれました。
① 活動の魅力・楽しみ方として、「和

気あいあいと楽しく
作業が出来ること」
「緑（雑木林など）の手
入れ作業で心身が癒
される」「想い（木に心
を向けて目をひらく）
『大切な自然を子ども
たちに残して行こう』
の共有性（ゆるく結ば
れている）」「それぞれの参加者が進んで活動が出来き、自
らが進んで手入れをする事が楽しみ」
② 会の維持・推進のための大きな課題として「若い人た
ちの参加をどの様に促すか？」対策例として、「親子で参
加してもらう企画（冒険探検隊やどろんこ教室）」「お年寄
りでもできる作業（清掃・ゴミ拾い）を考える」「行った手
入れなどの成果が見える・・・ホタルが飛ぶようになっ
た等」
③ 今後の活動や企画として「田んぼつくりは今後、もっ
と親子連れを増やし
たい」「農作業体験の
内容を増やす。ジャ
ガイモ・サツマイモ・
田植え」「収穫できる
作業を増やす」「イベ
ントとして、ホタル観
賞会・星の観察会等
を企画」と熱き想いを
話していただきました。
　同会に 6年ほど前から参加している山本清幸さんは、
「会則や会費がなく、来て楽しく気持ちがよく、とても居
心地がよい」「毎年、ゴルフ場の中にある池に、カワニナを
放流している」「親子の自然観察会では、お父さんが子ど
もにカブトムシの探し方を教え、カブトムシ採り名人の
お父さんは、この日ばかりは見直され頼りがいのあるお
父さんに変身する」等の話を聞くことができました。
　12 月 11 日（日）の定例作業日は、9時から下草刈り、イ
ゲタに組んだ丸太に集めた落ち葉を入れて腐葉土づく
り、竹の間伐等を行いました。午後からは、防災時対応訓
練を兼ねて、望（忘）年会が行われました。関係者が大勢
集まり、にぎやかな会となりました。近所の方から、あた
たかな「おでんの鍋」
や自前の漬け物等の
差し入れがあり、ま
た、飛森産の新米の
「おにぎり」や「餅」等
がふるまわれていま
した。

■問合せ 髙木 一弘 さん　℡ 044-977-6581

▲集合写真　和気あいあいの望年会

▲親子で稲刈り

▲ 髙木一弘さん

▲修理された「森の掟（おきて」の看板

▲ とんもりの 湧き出る水に ホタル住む

▲ 下草刈りと落ち葉の腐葉土づくり
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　大規模な水害対策の施設として、鶴見川（全長 
42.5km）の上流 30 数 km 付近に恩廻公園調節池
があります。下流域に都市を抱えている鶴見川は、
日産スタジアム一円が洪水の調節施設になってい
ます。この恩廻でも一時的に貯えながら鶴見川の
水嵩（かさ）を調節していく役目をしています。
　池といっても実際は、直径 15.4～16.5m 、深
さ 42m 、長さ 600m のトンネル貯留管です。満
杯（約110,000㎥）になると海面より低いここでは 
5 気圧もの高
水圧になるの
でトンネルの
出入口の扉は
潜水艦と同じ
ハッチになっ
ています。

　(株)ミツトヨには、ミツトヨ博物館が内設されて
いて世界の精密測定器の実物や会社の沿革を知る
ことができます。博物館には、「第 1 号マイクロメー
タ」「大形外側マイクロメータ」「外国製の測定器」等
を保管・展示しています。髪の毛やノートの厚みも
測定することができます。地域活性化への貢献が
期待される経済産業
省の近代化遺産に認
定されています。先
人の英知と努力が現
在に引き継がれ、よ
り高度な精密測定機
器がつくられていま
す。

　造形・成形の専門メーカーで、ＦＲＰ（繊維で強化された
プラスチック）技術を使いピザ宅配の屋根付き三輪バイク
の外装を最初に手がけたのがアトリエ・ゼロです。子ども
たちばかりでなく、大人たちもまた夢をもらうことのでき
る数々のジオラマの制作、「東武ワールドスクエア」にある世
界遺産等 25 分の 1 縮小サイズの建築物のメンテナンスも
行っています。自宅で気軽にご先祖様に、ご挨拶ができる
小さくデザイン性の優れた仏壇等も制作しています。

　ホタテ貝殻を原料とする環境に優し
いエコチョークを生産しています。知
的障がいを持った社員が、製造ライン
のほとんどを担っており、数字の読み
取りをせずに素材が計量測定できる方
法や欠陥検査の識別表示等、社員それ
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　高津スポーツセンターは小さな子どもからご年配の方ま
で、幅広い年齢層の方が利用しています。
　予約なしでトレーニング室・スポーツ教室等が利用でき
るスポーツデーは、月～金曜日までの時間帯で種目別の利
用プログラムを組んでいます。大人200円・小人100円です。
団体貸出も行っています。2月には「たかすぽフェス」を開
催します。

日時：2017年2月4日(土)
〇教室発表会
〇フリーマーケット

9:00～15:00
10:00～15:00

■施設紹介
大体育室、小体育室、第1武道室、第2武道室、研修室
　午前　 9:00～12:00
　午後1　 12:10～15:10 
　午後2　 15:20～18:20 
　夜間　 18:30～21:30
トレーニング室 9:00～21:30 
スポーツデー 9:00～21:15 
ランニングコース150ｍ
ゲートボールコート
駐車場 8:30 ～ 21:45（50 台）
※毎月第4月曜日と年末年始が休館日です。

　幸市民館日吉分館は1998（平成10）年度の基本構想づくりから市民
と行政のパートナーシップにより整備が進められ、2003年（平成15）年
7月に開館しました。日吉地区の市民館・図書館の複合施設として、
また、日吉出張所との合築の施設、地域の身近で自主的な学習・文化
の拠点として、市民と共に歩んでいます。
　市民館では市民の自主学習・文化活動・生涯学習の場として様々な
取組をしています。「平成28年度郷土の歴史と文化を活かした日吉まち
づくり事業」として、今年度も「日吉の歴史をさぐる」の講座を開催し
ています。子育てフェスタ幸「ひろばであそぼう」
は、幸区の公立保育園の保育士の協力を得て開
催している子育て広場となっています。ちょっ
とした悩みや気になることも気軽に相談できる
場になっています。

〇「2歳～4歳向け　おはなし会」（月曜日、
　11時～11時20分）
　2月13日・27日、3月13日・27日
〇「4歳～小学校低学年向け　おはなし会」
　（水曜日、11時～11時20分）
　2月8日・22日、3月8日・22日
　（児童室)　出演「幸えほんの会」
〇「4歳～小学生向け　ストーリーテリン
　グ」（水曜日、15時30分～16時）
　2月15日、3月15日
　　(児童室)　出演「語りの会日吉」

　宮前市民館は宮前図書館との複合施設として 1985（昭和 60）年に
オープンしました。以来、宮前区における生涯学習の拠点として、
多くの市民に利用されています。910 席の大ホールをはじめ、大小
会議室や料理室、和室、実習室、体育室、児童室等のさまざまな施設
があり、セミナーや会議、展覧会に利用されています。
　『Cafe みやまえ』は市民の手で運営されているコミュニティカ
フェです。市民館ロビーにコーヒー
片手にゆったりと話をすることので
きる場所をつくり、新たな出会いを提
供することを目的に開催しています。
「ここは市民館なの？」と思うほどに
ぎやかに時間が過ぎていきます。

〇男女平等推進学習【後悔しない夫婦関係っ
て？】
〇子育て講座「育ちのペースは人それぞれ
　～子どもの『今』を大切に～」
〇平和・人権学習「平和って何？」を考えよう
〇保育ボランティア養成講座【子どもってい
いね ! ～市民館保育で子どもと関わる】
〇「日本語ボランティア入門研修」
〇「公園でコミュニティづくり体験講座」
　等、多数の講座・イベントを実施しています。
　（※全て募集は終了しています）

高津スポーツセンター 東急田園都市線二子新地駅下車徒歩８分
℡044-813-6531

高
津
区

 幸市民館日吉分館
JR川崎駅から新城駅・蟹ヶ谷・井田営業所行きバス等
夢見ヶ崎動物公園前下車5分 JR新川崎駅から徒歩15分
 ℡ 044-587-1491

幸
区

宮前市民館
東急田園都市線宮前平駅下車徒歩10分　東急田園都市線宮前平駅・
宮崎台駅・鷺沼駅・溝口駅、JR南武線武蔵溝ノ口駅・新城駅から
バス便あり　　         　℡ 044-888-3911　

宮
前
区

各種講座・イベントを開催『Cafe みやまえ』　市民館で毎週開催しています！

▲日吉合同庁舎

施設外観▲

幅広い年齢層の方が利用しています

たかすぽフェス開催

いろいろなスポーツが楽しめる施設

合同庁舎に併設された市民館と図書館の分館 図書館児童室でのおはなし会

▲宮前市民館

市内公的施設等の紹介
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平成29年度　第Ⅰ期　陶芸教室　受講生募集

平成29年度 第Ⅰ期 健康・体力づくりスポ―ツ教室のご案内

≪捏 ( こ ) ねる→成形→削る→釉掛 ( ゆか ) け（全 12 回）≫

日程は、変更になる場合がありますので、予めご了承ください。★は親子参加（対象年齢等詳細はお問合せください。）

手づくりの器の味わいを日々の生活に

あ と が き

◆水曜コース　４月 5 日～ 7 月 12 日
　　　　　　　手びねり 9：30 ～ 12：30　電動ろくろ 13：30 ～ 16：30
◆土曜コース　４月 8 日～ 7 月 15 日
　　　　　　　手びねり 9：30 ～ 12：30　電動ろくろ 13：30 ～ 16：30

会　　場 川崎市生涯学習プラザ　地下実習室
対　　象 18歳以上の方  電動ろくろコースは手びねり経験の有る人
定　　員 手びねりコース各15名、電動ろくろコース各11名
内　　容 土（菊）練り、成形、削り、絵付け、釉薬かけ　等
費　　用 手びねりコース33,000円・　電動ろくろコース39,000円
 （共に材料費、焼成料・釉薬代込み）
申込方法 官製はがきに、いずれかの希望コースを明記して、
 （水曜手びねり、土曜手びねり、水曜電動ろくろ、土曜電動ろくろ）
 住所・氏名（ふりがな）・電話番号を記入の上、担当へお申し込みください。
 　締 切 日　　平成 29 年３月６日 ( 月 ) 必着
　※応募者多数の場合は抽選（初心者優先）結果を3月 11日（土）までにお知らせします。
問合せ先・担当　　  （公財）川崎市生涯学習財団事業推進室　陶芸教室担当 渡辺
 　　　　　〒211-0064　川崎市中原区今井南町28-41
 　　　　　　　　　　TEL：044-733-5893   FAX：044-733-6697   E メール　suisin6@kpal.or.jp

■申込み : はがき、電話、来館にて受付（電話申込は、平日 9：00 ～ 16：30）
　①希望教室名　②名前（ふりがな）　③性別・年齢　④住所（〒）　⑤電話番号・FAX 番号
　⑥保育希望の有無をご連絡ください。
■あて先 : 〒 211-0064　川崎市中原区今井南町 28-41（公財）川崎市生涯学習財団事業推進室　スポ－ツ教室担当
■応募締切 : 平成 29 年 3 月 14 日（火）必着　※応募者多数の場合は、抽選とします。
■受講料払込等の案内 : 抽選結果等と合わせて、締切日以降に郵送します。
■申込み・問合せ : スポ－ツ教室担当　℡ 044-733-5894　 FAX 044-733-6697　

教室名（定員） 開催期間 曜日・回数・時間 受講料等
★からだをつかって英語で遊ぼう！教室（30 組） 4/10~7/ 3 月曜日・全 12 回・  9:45 ～ 10:30 　9,970 円※
エアロビクス教室 （40 名） 4/10~7/ 3 月曜日・全 12 回・ 11:00 ～ 12:00 8,710 円
ヨ－ガA教室 （45 名） 4/11~7/11 火曜日・全 12 回・ 13:30 ～ 15:00 8,710 円
ヨ－ガ B教室 （45 名） 4/11~7/11 火曜日・全 12 回・ 15:15 ～ 16:45 8,710 円
気功太極拳教室〈火曜日コ－ス〉 （40 名） 4/11~7/ 4 火曜日・全 12 回・ 10:00 ～ 11:30 8,710 円
気功太極拳教室〈水曜日コ－ス〉 （40 名） 4/12~7/ 5 水曜日・全 12 回・ 13:15 ～ 14:45 8,710 円
ストレッチ健康体操教室 （25 名） 4/12~7/ 5 水曜日・全 12 回・ 15:15 ～ 16:15 8,710 円
ピラティス教室 （28 名）※保育有 4/12~7/ 5 水曜日・全 12 回・  9:30 ～ 10:30 8,710 円
骨盤エクササイズ教室 （28 名） 4/12~7/ 5 水曜日・全 12 回・ 10:45 ～ 11:45 8,710 円
たのしいフラダンス教室 （25 名） 4/13~7/ 6 木曜日・全 12 回・  9:45 ～ 10:45 8,710 円
ZUMBA教室 （35 名）※保育有 4/14~7/ 7 金曜日・全 12 回・  9:30 ～ 10:30 8,710 円
ストレッチ＆リズム体操教室 （25 名） 4/14~7/ 7 金曜日・全 12 回・  9:45 ～ 10:45 8,710 円
筋力アップトレーニング（仮） （40 名） 4/14~7/ 7 金曜日・全 12 回・ 13:30 ～ 14:30 8,710 円
★ベビーリトミック教室 （25 組） 4/14~6/23 金曜日・全 10 回・ 11:15 ～ 12:00 8,310 円

【※印】 　保護者 1 人子ど
も 1人の場合。子ども 2人
の場合は 12,450 円

【※保育有】１教室あたり、保育児
１名につき別途 6,800 円（税込、保険
料含む）対象（1才～３才）

▲本焼きの様子

　　　　　　　　　　　　今号の特集でも紹介した日本理化学工業にある『働く幸せの像』の碑に刻まれた言葉
に、導師は人間の究極の幸せは、「人に愛されること、人にほめられること、人の役に立つこと、 人から必要とさ
れること、の 4 つです。働くことによって愛以外の三つの幸せは得られるのです」と、あります。
「その愛も一生懸命働くことによって得られるものだと思う」と、日本理化学工業の会長の大山泰弘氏は、講演
でよく話されていました。確かに生きがいを感じる時とは、自分が役に立っていたり、必要とされていたりした
時なのかもしれません。

当財団が主催する講座の案内
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期間限定！（１月～３月）夜間料金割引中（会議室） ３０３会議室が利用可能になります

2017 年 度 前 期
かわさき市民アカデミー　 地域協働講座　受講生募集！

生涯学習プラザのご案内《施設の利用》どなたでもご利用できます

聖マリアンナ医科大学　スポーツ医学講座　准教授　藤谷博人　ほか

東京大学高齢社会総合研究機構特任教授
　辻　哲夫　ほか

NHK 報道局　社会番組部チーフプロデューサー
　板垣　淑子　ほか

ＮＰＯ法人ホールファミリーケア協会
　　事務局長　山田　豊吉　

市内企業の代表と研究者　ほか

『スポーツ医学の意義と実践　
　　―　シニアライフを豊かにする食と筋力アップトレーニング』

『新たなセカンドライフの創造』 『子どもの貧困を考える～地域ができること』

『傾聴ボランティア講座』

『地域社会に貢献している川崎の会社と人々　その 14』

　最近体力が衰えた、気力が続かない、動くのが億劫だ・・・など、年を重ねるごとに
健康の悩みが多くなりませんか。いきいきと地域で活動し、自分らしい生活を楽しみ、
シニアライフを豊かに過ごすために、日々の生活の中にスポーツ医学の実践を取り入れ
るための講座の第三弾です。今回は食と運動に視点を置き、筋肉、骨、栄養
について学び、筋力アップ・エクササイズを実践します。

　夜間ご利用の会議室
に限り、割引中です。
ぜひ、各種会議、研修会、
サークル活動等でご利
用ください。

※303会議室も含め、予約は電話、受付窓口・ホームページ
から可能です。詳しくはお問い合わせください。

コンピュータ貸出可（１台300円、最大11台まで）　
※Windows8.1／Offi  ce2013 、インターネット使用可

■割引料金適用期間　
　２０１７年１月５日（木）～３月３１日（金）
■料金（平日通常料金）

■利用開始
　２０１７（平成２９）年４月１日～
■料金 （平日通常料金）定員24名

　小～中人数向け
の会議・打合せ・
サークル活動等と
して、ぜひご利用
ください。

　高齢期におけるセカンドライフの創
造に向けて、自分らしい生き方を通して
生涯現役を貫き、「生きがい就労」に役立
つ事例が学べる講座です。

会　場：川崎市生涯学習プラザ　他
申込み：詳細を掲載した「かわさき市民アカデミー講座のご案内」パンフレットの受講申込書をご利用下さい。
 （生涯学習プラザや各施設にあります）
ホームページからも申込ができます。http://npoacademy.jp/    申込み締切　２月24日（金）
問い合わせ：かわさき市民アカデミー　TEL ０４４-７３３-５５９０(平日９：００～１６：００)

　子どもの6人に1人が貧困の日本。貧困の
実態を把握し、社会的に孤立している家庭
にどう関わるのか、地域で何ができるのか
を考えます。

　高齢社会になり都市でも孤独な高齢者が増えて
います。話を聴いてもらうことで豊かな気持ちに
なれる、そんな人と人との関係をつくるための傾
聴スキルを学ぶ講座です。よい聴き手になるため
に、講義とロールプレイで傾聴の基本を学びます。
傾聴ボランティアの活動について紹介します。

　川崎を中心とした企業・団体・個人の方々から
製造、先端技術、環境、まちづくり、福祉等のお
話を伺います。現地での見学の回もあります。

５月１５日（月）～６月１２日（月）１５：００～１７：００　計５回
受講料４，９６０円（保険料を含みます）　定員４０名
＊前半は講義、後半はストレッチとトレーニングの実践です。

５月１６日（火）～６月２０日（火）
１３：３０～１５：００　計５回

受講料４,１１０円　定員７２名

５月１０日（水）～６月７日（水）
１３：００～１７：００　計１０回

（１回２時間、１日に２回連続して実施）
受講料９,７２０円　定員４０名

５月１９日（金）～７月７日（金）
１０：００～１１：３０　計５回

受講料４,１１０円　定員７０名

４月13日（木）～７月13日（木）
１３:３０～１５:００ 計１０回
受講料８,２２０円　定員７０名

▲ ４０１ 大会議室　他 ▲３０３会議室　※防音効果あり

部屋名 定　員 夜　間 通常料金 割引後料金 お得

401 会議室 144 名

17:30
～

21:00

8,220 円 5,000 円 3,220 円

301 会議室 72 名 5,140 円 3,000 円 2,140 円

201 会議室 72 名 5,140 円 3,000 円 2,140 円

202 会議室 32 名 4,620 円 2,500 円 2,120 円

時　間 料　金

午前 　 9:00 ～ 12:00 2,090 円

午後 　13:00 ～ 17:00 2,760 円

夜間 　17:30 ～ 21:00 3,500 円

全日 　 9:00 ～ 21:00 8,350 円

問合せ： 当財団　総務室 ０４４- ７３３- ５５６０
かわさきの生涯学習情報 検索

予約受付中
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