
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生 涯 学 習 財 団 管 理 施 設 か ら の ご 案 内 
詳しくは、各施設までお電話でお問い合わせいただくか、各施設のホームページをご覧ください 

子ども夢パーク           044(811)2001 

URL  http://www.yumepark.net 
◆夢パまつり 2011 祝！8 周年 7 月 18 日(月･祝)  
≪水あそびスペシャル!!≫   10:30～15:00 予定 
夢パークで思いっきり水遊びをしよう。屋台に、 
ミニステージに･･･。今年もお楽しみに!!  

◆野球大会 9 月 17 日(土) ※9:00 夢パーク集合 
 あすか製薬さんのグラウンドをお借りし、草野球。
技術や年齢に関係なく誰でも参加できます。 
手持ちの野球道具を持ってきてね。 

◆つくり続ける会（利用者懇談会） 
夢パークの利用者が集まり、各団体との情報 

交換や夢パークからの報告などを行っています。 

7月 9日（土）13:30～ログハウス※8月はお休みです。 

◆親子でもっとあそぼう会 

 乳幼児親子対象、プレーパークで遊びます。 
7月 11日（月）水遊びしよう 10:30～13:00くらい 
 ※8月はお休みです。次回は 9/14（月） 

 

青少年の家               044(888)3588 
URL  http://homepage3.nifty.com/seisyounen-ie/ 

◆人形劇鑑賞教室 

『金のがちょう』『小さなゾウのパオパオ』 

8/25(木) 10:30～12:00、13:15～14:45 

対象：高津・宮前区在住の幼児・小学生（3 年生

以下保護者同伴）、定員：各回 150人 

※7/15(金)から電話で先着順に受付け 

◆よちよち歩きの子あつまれ 

9/2(金)「プールで水遊び」、9/6(火)「おはなし会」 

対象：よちよち歩きの子 ※申込みは電話で 
 

大山街道ふるさと館       044(813)4705 

 URL http://furusatokan.web5.jp/ 

◆第 1回文化講演会「大山街道の今と昔」 
  赤坂御門跡から大山までの街道の様子（歴史や

文化）を語っていただきます。 
日時：９月１０日（土）10:00から 
会場：大山街道ふるさと館 イベントホール 
講師：大山みちの会の皆様 
定員：64人(定員になり次第締め切り) 
受付：８月上旬を予定しています。 

※ 第 2回目は 11月 5日(土)予定 

有馬・野川生涯学習支援施設《アリーノ》 

URL http://www.arima-nogawa.jp  044(853)3737 

「夏休み子どもエコチャレンジプログラム」 
地球にやさしく・自分も楽しい、エコな生活を考

える子ども向け講座。 

★幼児から楽しめるプログラム 

① 夏休み特別おはなし会 8/3(水)11:00～  

（音楽と一緒に楽しむおはなしの世界）100 人 

② 親子で楽しむ夏の夜の星空さんぽ 8/5(金)19:15～ 

（天体望遠鏡による月や星の観察会） 200 人 

※注 会場：有馬白百合幼稚園 園庭 

①・②とも 7/20(水)10:00 より窓口で整理券を配布。 

※ 参加費：無料  

 

かわさき市民アカデミー2011 年度後期講座 新規受講生募集説明会のご案内 
 
 かわさき市民アカデミーでは、初めて受講を希望される方を対象に、2011 年 9 月～2012 年 3 月開講の後

期講座募集説明会を６ヶ所で開催いたします。アカデミーのあらましや講座内容、申込方法などをわかりや

すく説明します。どなたでも自由に参加できます。参加費無料、事前申込も不要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳細等は NPO法人かわさき市民アカデミーホームページ、生涯学習財団配布の受講生募集案内チラシを 

ご覧ください。（７月８日より配布予定） 

【問合せ先】  NPO法人かわさき市民アカデミー  

TEL ０４４－７３３－５５９０  URL http://npoacademy.jp 

 

 

 

川崎市生涯学習財団  陶 芸 教 室  第２期受講生募集！ 
「興味はあるけどできるかしら…？」と考えている方もこの機会に始めてみませんか。 

初心者の方は手びねりコースから始めます。 

会場：川崎市生涯学習プラザ陶芸室 

申込：往復はがきに、コース番号、住所、氏名、   

電話番号を記入してください。 

締切：７月２１日（木） 

受講希望者が定員を超えた場合は抽選と 

させていただきます。 

【問合せ先】〒211-0064 川崎市中原区今井南町 514-1 

（財）川崎市生涯学習財団 陶芸教室担当  

℡ ７３３－５８９３ 

 

  第 25号 

2011 (平成 23)年  

７月 1日号 

通称 ＫＳＪ 
 

 

発行 (財)川崎市生涯学習財団 〒211-0064川崎市中原区今井南町 514-1川崎市生涯学習プラザ内 

☎:044-733-5560 FAX:044-739-0085 URL:http://www.kpal.or.jp Eメール:stage-up@kpal.or.jp 

無料 

無料 

月日 ７月２１日(木) ７月２８日(木） ７月２９日(金） ８月１日(月） ８月２日(火） ８月５日(金）

時間 13：40～15：00 13：40～15：00 13：40～15：00 13：40～15：00 13：40～15：00 13：40～15：00

会場
ミューザ川崎
研修室１

多摩市民館
第１会議室

麻生市民館
第１会議室

高津市民館
第１会議室

中原市民館
第3・4会議室

宮前市民館
第4会議室

最寄り駅
JR川崎駅
徒歩３分

向ヶ丘遊園駅
徒歩５分

新百合ヶ丘駅
徒歩５分

武蔵溝ノ口駅
溝の口駅
徒歩２分

武蔵小杉駅
徒歩４分

宮前平駅
徒歩１０分

コース

定員

受講料

時間

曜日
①水曜日
コース

②土曜日
コース

③水曜日
コース

④土曜日
コース

期間
8/17～11/16

全12回
8/20～11/26

全12回
8/17～11/16

全12回
8/20～11/26

全12回

１３：３０～１６：３０９：３０～１２：３０

手びねりコース 電動ロクロコース

１５人

３１，１００円

１０人

３７，０００円

 
 
 

 

川崎市内にはさまざまな大学や専門学校があります。各学校の高度で専門的な研究内容を広く公開する

ため、教育委員会と各学校は連絡会議を持って、公開講座や子ども向け体験教室の開催等を行っています。  
 

《 2011 年夏休み子ども向け講座  》 
◇ 専修大学            ℡ 911-1273 

『ONE DAY TEAMMATE 2011』(ワンデーチームメイト) 

   6月 25日(土)～9月 10日(土) 全 30講座 

◇ 昭和音楽大学         ℡ 953-9849 
『夏休みオーケストラ体験＆サマー・コンサート』 

  体験教室 7月 24日(日)14:00～ コンサート 同日 16:30～ 

◇  明治大学理工学部     ℡ 934-7566 

『夏休み科学教室』 

8月 18日(木)13:00～17:00 全 14教室 

◇ 外語ビジネス専門学校 ℡ 244-3111 
  『外国人と英語であそぼう』 

   8月 2日（火）14:00～16:30  

                         《 秋の市民向け講座 》 
                 
                    ◇ 聖マリアンナ医科大学         ℡ 977-8111 (代)  
                     『第 31回聖マリアンナ医科大学公開講座』   (内線) 4864 

震災の時にどうするのか？ 9月10,17,24日(土)午後 全 3回 

                     『マリアンナ筋力アップ教室』              (内線) 4553 
                     高齢者のための筋力アップ ～元気な脚作り～ 

                      9月10日～11月26日第 2・4土曜日 全 6回(60歳～74歳) 

                      9月 8日～11月24日第 2・4木曜日  全 6回(75歳以上) 
  
上記各講座受講に関する申込方法などの詳細は各大学、専門学校に直接電話等でお問合せください。 

また、年間を通して行われている連携講座の情報は「川崎市」のホームページより「川崎市教育委員会

のページ」へ進み「大学等連携事業」の中の「公開講座一覧」をご覧ください。検索する場合は、『川崎

市大学連携講座』と入力してください。 

 

http://www.kpal.or.jp/


このコーナーは、川崎市内施設の活動・催し物情報や企画展示 

などを紹介します。生涯学習のきっかけにご活用ください。 

また、誰でも気軽に参加できるイベント・催し物の情報を 

募集・掲載しています。情報をお寄せください。 

 

 

 

 

 

 

 
 
川崎のルーツ、発展のもとになっ

た稲毛川崎二ケ領用水と桃並木の保

存を願い、みんなの願いをこめて開

催します。 

日時：7 月 10 日(日) 

   10:00～11:00 

集合場所：二ケ領用水 

 「家内橋」下流右岸 

主催：二ケ領用水中原桃の会 

連絡先：津脇 044-722-8093 
 

 

―東日本大震災における津波の科学 

と減災にむけた街づくり― 

日時：7月 22日(金) 15:00～17:00 

ゲスト：佐々木 淳氏(横浜国大教授) 

会場：県立川崎図書館 

川崎駅徒歩約 15 分教育文化会館隣り 
定員：40人 無料 
申込：往復はがき・FAX・HP から

7/15で締め切り。 
   応募者多数の場合は抽選。 
問合せ：県立川崎図書館  

  ℡ 233-4537  Fax 210-1146 
 

 
【川崎市市民ミュージアム】 

   ℡ 754-4500 
実相寺昭雄(じっそうじあきお)展 
ウルトラマンからオペラ「魔笛」まで 

会期：7/16(土)～9/4(日) 

    映画やテレビ      

   を中心に独自の 

   表現の可能性を 

   切り開いた実相 

   寺昭雄の魅力に 

   迫ります。 

観覧料：一般 600 円、学生･65 歳以上

400 円、中学生以下無料 

二ヶ領用水ものがたり  
－二ヶ領用水竣工 400 年記念－ 

会期：7/23(土) 

～9/11(日) 

観覧料： 

一般 500 円 

学生･65 歳以上 300 円 

中学生以下無料  
【生田緑地】   ℡ 933-2300  
生田緑地サマーミュージアム 

８月 7 日（日） 
豊かな自然と３つの博物館があ

る生田緑地で、夏のひと時を過し
ませんか？ 
◇ ヒーリング LIVEステージ 

15:50～19:00 岡本太郎美術館前 

◇「藤子・F・不二雄ミュージアム」 

スタンプラリークイズ 

11:00～16:30 

◇ 縁日コーナー 11:00～18:00 

他にもさまざまなイベントを開

催いたします。  
【日本民家園】   ℡ 922-2181 

箏語り(ことがたり) 
 箏とギターの音色が彩る新感覚の語り。 

日時：7/23(土)13:30～14:00 

定員：先着 60人 

サマーミュージアム 納涼民家園 
民家園でごろ寝・ 

蚊帳・水鉄砲・打ち 

水など昔ながらの体 

験ができます。 

日時：8/7(日) 9:30～18:00 
 
 

 
コンサート・公演情報 

 

東日本大震災復興祈念コンサート 

みやまえ JAM コンサート 2011agein 
日時：7月 31日(日) 13:00～ 

場所：宮前市民館大ホール 

    東急田園都市線宮前平駅徒歩 10分 

演奏：陽はまた昇る吹奏楽団 

  このスペシャルコンサートの 

  ために新結成されました！ 

曲目：「陽はまた昇る」F.スパーク 

「大序曲 1812」P.チャイコフスキー 等 

その他：全自由席 無料(先着 800 名) 

問合せ：℡ 044-853-1451 

  E メール arsnova@cg8.so-net.ne.jp 
 
【川崎市アートセンター】 

℡ 955-0107 
《アルテリオ映像館》 
◇「ヤコブへの手紙」「マクナイー 

マ」＆シネマ・ 

ノーヴォ特集 

7/9～22 

◇「光のほうへ」 

7/23～8/5 

【平和のためのロードショー】 

「妻の顔」「ひめゆり」ほか８月上映 

◇「あぜ道のダンディ」8/20～9/2 

※月曜休映および日曜最終回休映 

  （月曜日祝日の場合変更あり） 
 
《アルテリオ小劇場》 
キリンバズウカ vol．8 

『マッチ・アップ・ポンプ』 
日本のオヤジは強くて弱い。だ

から哀しい。だから寂しい。でも

優しい。 

期間：8/6～8/14 

※8/8(月)休演 

脚本･演出： 

登米裕一 

出演：日栄洋祐 

渡邉とかげ 

深貝大輔  

ほか 

主催：キリンバズウカ 

川崎市アートセンター 

 

 
【中原市民館】  ℡ 433-7773 

☆探してみよう  はじめてみよう 

生涯学習相談ルーム「アスク」 
 「サークルに入りたい」「習い事
を始めたい」「何かを始めたい」そ
んなご相談はありませんか？「ア
スク」は皆さんの『学び』をお手
伝いいたします。気軽にお立ち寄
りよりください。 

日時：毎週水曜日(祝日・年末年始除く) 

   9:30～12:00、13:00～16:00 

        (事前予約不要) 

会場：中原市民館１階グループ室 
 
【高津市民館】   ℡ 814-7603 

私のための・・・ 

ほっと☆できる時間 
日時：7/16、7/23、8/6、9/3、9/10、

9/24(全 6回)10:00～12:00 

    全て土曜日 参加費無料 

対象：子育て中の親 

保育付き（保険 720円） 

詳細はチラシまたは電話でお問 

合せください。 
 

【多摩図書館】   ℡ 935-3400 

夏のおはなし会 

日時：7/17(日) 
１回目 10:30～11:00(2歳～) 
 大型絵本「なにをたべてきたの?」ほか 
２回目 11:15～11:45(4歳～) 
  パネルシアター「カレーライス」ほか 

場所：多摩図書館 整理室 

※申込は不要。 

ふるさとなんでもそうだん 
～夏休み郷土史相談室～ 

川崎の歴史や文化についての質

問を受け付けます。私たちのまち

の歴史や文化について学び、「ふる

さと」への理解を深めませんか？ 

日時：7/30(土)13:00～16:00 

   7/31(日)10:00～12:00 

       13:00～16:00 

場所：多摩図書館 整理室 

申込：7/29(金)までに多摩図書館

カウンターで直接受付 
 
【幸図書館】    ℡ 541-3951 

夏のおはなし会 
３歳以上のお子さんを対象にし
た、本の読み聞かせやパネルシア
ターをするおはなし会です。 
日時：8/3(水)14:00～14:45 

会場：幸市民館 大会議室 

出演：幸えほんの会 

※申込は不要。当日直接会場へ 

 

 

 
【川崎市民プラザ】℡888-3131 

人形劇まつり 
in かわさき市民プラザ 

日時：7/17(日)10:00～16:00 

会場：川崎市民プラザ 入場無料 

アマチュア劇 

団(約 17団体)と 

プロ劇団４団体 

が一同に会し、 

人形による楽し 

いお話の世界を繰り広げます。   
 
プラザクラシックコンサート「夏」 
日時：7/28(木)14:00開演 

会場：川崎市民プラザふるさと劇場 

出演：ピアノ 

 弘中幸子 

料金：500円 自由席 

チケットは、市民 

       プラザのフロント 

       で販売しています。 
 
【川崎能楽堂】   ℡ 222-7995 

＊第 93 回 川崎市定期能「若手能」 
7月 17日(日) 

１部 13:00 開演 

      ２部 15:30 開演 
        入場料:各 4,000円 

＊第 21 回 夏休み能楽体験・鑑賞教室 
 7月 27(水) 13:00～15:00 

28(木) 10:00～又は 13:30～ 

31(日) 12:15～ 

講師：鵜澤久 (観世流銕仙会)他 

詳細は「川崎市文化財団」で検索！ 

問合せ:川崎市文化財団 ℡222-8821 

 
 
 
【宮前市民館】   ℡ 888-3911 
夏休み子どもあそびランド 2011 

 折り紙・ベーゴマ・お手玉・め 

んこ・囲碁など盛りだくさん！遊 

びの達人と楽しく遊ぼう！夏の思 

い出づくりをしよう！ 

日時：8/21(日)10:00～15:00 

会場：宮前市民館 

費用：無料(材料費がかかる場合あり) 

あそびランド 
サポーターさん大募集!! 

対象：当日子どもと遊んだり、達

人の助手をしていただける方。 

時間：9:00～16:00 

申込：8/5(金)まで 

 

 
【青少年科学館】  ℡ 922-4731 

生田緑地観察会 
テーマを決めて生田緑地を観察 

ガイド：かわさき自然調査団 

7/3(日)植物、7/10(日)昆虫、 

7/17(日)谷戸の自然、 

8/7(日)植物、8/14(日)昆虫、

8/21(日)地層   

時間：10:00～12:00 無料 小雨決行 

星を見る夕べ 
天体望遠鏡を使って星を観察 

7/9(土)、7/23(土)、8/6(土)、

8/20(土) 

時間：19:30～21:00 無料 

※雨天・曇天は解説のみ。 
 
【中原区役所】  ℡ 744-3252 

ユーモアは世界を結ぶ 

～新しい生と死の文化を求めて～ 
日時：7/20(水) 14::00～16:00 

    当日先着順(13:30開場) 

会場：中原区役所５０２会議室 

講師：上智大学名誉教授 

   アルフォンス・デーケン 氏 
 
 
 
 

 

講演・講座 
 

柿生郷土史料館セミナー案内 
◇第６回ガイドセミナー 

 緊急特別企画 

「大地震のメカニズムと防災」 

日時：7月 10日（日）14:00～ 

講師：川崎市役所危機管理室職員 

◇第 27回カルチャーセミナー 

「発見された相模川橋脚から 

   わかる歴史的事実」 
 郷土の武将稲毛三郎が亡き愛妻の 

 ために建てた相模川橋脚の話など 

日時：7月 24日（日）14:00～ 

講師：相模原市教委職員大村浩司氏 

■場所：小田急線柿生駅徒歩５分 

    柿生中学校内 

■その他：両日とも参加自由・無料 

 問合せ：板倉 090-4431-9778 
 

【南部身体障害者福祉会館】  
 ℡ 244-3971 

夏休み親子手話･点字教室 
●手話教室 7/25(月)～7/27(水) 

●点字教室 7/28(木)～7/29(金) 

時間：10:00～12:00 
対象:川崎市内在住の小学生親子 

(小学生のみでも可) 
応募方法:往復はがき・電話、または 
Fax(244-3885)か直接来所  7/20 必着   
【公文書館】    ℡ 733-3933 

入門古文書講座 
初めて古文書を読む方を対象に

古文書解読の基礎を学びます。 
月日：8/28～9/11の各日曜日 
時間：14:00～16:00（全３回） 
受講料：2,000円 
※応募方法など詳細は７月下旬に

市政だより・ホームページ・チ
ラシなどでお知らせします。  

【会館とどろき】 ℡ 733-3333 

シュガークラフト教室 

月日：7/23(土)・7/30(土) 
時間：10:00～12:30（全２回） 

定員：20人 
受講料：2,000円 (2作品制作) 

(別途教材費として 4,200円) 
※詳細はホームページ・チラシま

たは電話でお問合せください。 
 

川 崎 市 内 施 設 の 生 涯 学 習 ・ イ ベ ン ト 情 報  
詳しくは、各施設までお電話でお問い合わせいただくか、各施設のホームページをご覧ください 

 

節電を心がけましょう!! 大震災の爪あとは深く、復興の道のりには険

しいものがあります。6月 1日に川崎市環境局から発行された『環境情報』

のトップに「川崎市電力不足対策基本方針策定」という記事がありまし

た。川崎市も国の方針にあわせて使用電力 15%以上の削減を図ります。 

この夏、市民の、いや国民一人ひとりの節電努力が問われています。 

 

実相寺昭雄 
 提供：實相寺知佐子 
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「ヤコブへの手紙」 

百草松蓮寺記 
(久地村分量桶) 

津波の科学  

第９回 二ケ領用水・七夕祭

り 
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