
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教室名(定員) 開催期間 曜日・(回数)・時間 受講料(保険料含む)
ボティケアのためのストレッチ教室
　　　　　　　　　　　　　(40名)

12月21日～3月21日
(12/28,1/4は休み)

水曜日(全12回)
15:40～16:40

８，４００円

たのしいフラダンス教室
　　　　　　　　　　　　　(25名)

12月15日～3月1日
(12/29,1/5は休み)

木曜日(全10回)
10:00～11:15

７，０００円

リズム＆ストレッチ体操
　　　　　　　　　　　　　(25名)

1月6日～3月16日
(3/2は休み)

金曜日(全10回)
10:00～11:15

７，０００円

親子ふれあいリズム体操
　　　　　　　　　　　15組(30名)

12月14日～3月14日
(12/28,1/4は休み)

水曜日(全12回)
9:30～10:30

１２，０００円
 

23 年度第 3 期 “健康・体力づくりスポーツ教室” 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

※「親子ふれあいリズム体操」について：参加対象は 2 歳～未就園児のお子さんと保護者です。 
 

■ 申込方法：往復はがき(各教室ごとに 1 人 1 枚)に次の事項を記入 ①教室名 ②名前(ふりがな) ③性別・ 

年齢 ④住所(〒) ⑤℡・Fax  ※1. 返信用はがきには住所・名前を明記してください。 

※2.「親子ふれあいリズム体操」希望者はお子さんの名前・性別・年齢も記入してください。 

■ あて先：〒211-0064 川崎市中原区今井南町 514-1  

(財)川崎市生涯学習財団事業推進室 スポーツ教室担当      

■ 応募締切：平成 23 年 11 月 10 日(木)必着。応募者多数の場合は抽選。 

■ 受講料払込等：抽選結果と合わせて平成 23 年 11 月 11 日(金)以降に郵送します。 

  ※ 受講料は傷害保険等にも充当していますので、教室開始後のキャンセルには返金できません。また、申込者本人 

   以外の受講はできません。くわしくはスポーツ教室担当窓口まで。 ℡ 044-733-6626  Fax 044-733-6697 

 
生涯学習財団管 理 施 設 か ら の ご 案 内 

詳しくは、各施設に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 

◆こどもゆめ横丁（こどもの権利の日事業） 
 いつもの夢パークに子どもの商店街が出現！自分

たちで一から考え工夫し、店をつくり、商いも行う。 

ぜひ、遊びに来て下さい！ 

日時：11 月 6 日(日) 10:30～15:00 

◆KUJI ROCK 2011 やや Winter（こどもの権利の日事業） 
 夢パークのスタジオ利用者によるロックフェスティバル。 
日時：11 月 19 日(土)PM ※時間はお問合わせ下さい。 

◆子育て講演会（こどもの権利の日事業） 

 テーマ「幻の子ども像」 

 講師：青木 悦 氏（教育ジャーナリスト） 
 日時：12 月 13 日(火)10:30～12:30 参加費:無料 

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

◆「川崎市青少年の家フェスタ」参加団体募集！ 

恒例の「川崎市青少年の家フェスタ」が開催され

ます。施設を利用されている方々や地域の方々、日

頃の成果の展示・発表、模擬店の出店等でおおいに

盛り上がりましょう。 

詳細は青少年の家で配布中の 

申込案内書をご覧ください。 

～フェスタ開催～ 

日時：平成 24 年 3 月 11 日（日）10:00～15:30 

申込：申込書を郵送あるいは FAX で受付中 

（2 月に打ち合わせ会があります） 
 

大山街道ふるさと館            044(813)4705 
 URL http://furusatokan.web5.jp / FAX044(814)0250 

◆郷土理解講座 

～平瀬川と矢上川流域の古代遺蹟散歩～ 

寺院や古墳などの遺蹟をもとに、平瀬川と矢上川

流域の歴史像を語っていただきます。 

日時：11 月 30 日（水）午後 1 時 30 分～ 

講師：村田文夫 氏（元日本民家園長） 

定員：64 人（定員になり次第締切ります） 

受付：電話または FAXで。 

※詳細は案内チラシをご覧ください。 

 

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 

◆第 15 回クラシックの夕べ 
大矢素子オンドマルトノ  

日時：12 月 10 日(土)15：30 開場 16：00 開演 

申込：11/26 から受付にてチケット（￥500）発売 

◆クリスマスこども人形劇場 
人形劇団「ひとみ座」がやってくる！ 
「ちいさなぞうのパオパオ」 

日時：12 月 24 日(土)開場 15：15 開演 15：30 

申込：12/3(土)10 時から事務室にて整理券（3 才以上）

を配布。先着 160 名  

※ 詳しくはお問い合せください。 
 

 

川崎市子どもの権利条例施行１０周年 

「かわさき子どもの権利の日のつどい」 
日時：12 月 4 日(日)13:00～15:45 

会場：川崎市総合福祉センター 

  (エポックなかはら)ホール 

第 1部：子どもの参加と意見表明 

子ども会議からのアピール、 

フォルクローレ演奏など 

第 2部：講演「未来を担う子どもたち」 

  日野原重明 先生 (聖路加国際病院理事長 同名誉院長) 

申込：往復はがきに、住所・氏名・電話番号・希望

人数(2 人まで)・保育希望の有無と人数(1 歳半

～未就学児)・手話通訳希望の有無と FAX番号を

記入の上、11 月 10 日(木)必着で以下の宛先ま

でお送りください。 

   応募者多数の場合は抽選で決定いたします。 

申込・問合せ：〒210-8577川崎市川崎区宮本町１番地 

   川崎市市民･こども局 人権･男女共同参画室 

℡ 044-200-2344 / Fax 044-200-3914 

かわさき市民アカデミー 
 
 

“今こそ！人の輪と絆をつくる 
学びのつどいへ！” 

      ２０１１年１１月１９日（土） 
 恒例となっている｢かわさき市民アカデミー フ

ェスタ｣。今年は開催日を 1 日にして、充実した内

容で行います。どなたでも自由に参加できます。 

お気軽にお越しください。 

 

日時：2011 年 11 月 19 日(土) 10:30～17:00 

内容：基調講演「日本の伝統と大震災以後の生き方」 

     東京大学名誉教授 竹内整一氏(10:30～) 

  映画｢HOME～空から見た地球～｣の上映、公開 

実験(要申込)、経済･美術等講演会、パネルディス 

カッション、油絵・切り絵展示、喫茶 など 

場所：川崎市生涯学習プラザ 中原区今井南町 514-1 

問合せ：NPO 法人かわさき市民アカデミー 

℡ 044-733-5590 

 

  第 27号 

2011 (平成 23)年  

11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 

 

カジダン・イクメン（イクジイも！）写真展 
 カジダン（家事をする男子）、イクメン（育児をするメンズ）、イクジイ（育 

児をするジィジ）という言葉、聞いたことがありますか？料理を楽しむ男性、 

抱っこ紐で保育園の送り迎えをするパパ、孫のオムツを取り替えられるジィジ 

など、最近では珍しい光景ではなくなってきました。こんなカッコイイ男性の 

写真を、ぜひ応募してください。優秀賞には商品券１万円分やフロンターレ 

２０１２開幕戦チケットをプレゼント！ 

応募期間：平成 23 年 11 月 15 日（火）～１２月１６日（金）１７:００必着 

応募方法：①、②、③いずれかの方法で 

①メール･携帯電話からの応募：応募者氏名、年齢、住所、電話番号、作品タイトルと作品

にまつわるエピソード(100 字以内)をメールに記入し、写真データを添付してください。 

       ②持参する：L 版でプリントした写真と、所定の応募用紙に必要事項を記入            

し、すくらむ２１または教育文化会館、最寄の市民館、分館の窓口へお持ちください。 

       ③郵送する：L 版でプリントした写真と、所定の応募用紙に必要事項を記入            

したものを下記あて先へ送付ください。  

※ 応募用紙はすくらむ２１のホームページからダウンロードできます。 

          【応募先】〒213-0001 川崎市高津区溝口 2-20-1 
          川崎市男女共同参画センター カジダン・イクメン写真 募集係 ℡ 044-813-0808 

           メールアドレス scrum21wlb@yahoo.co.jp ※ 応募いただいた写真は返却いたしません。 

          《 応募作品は、すくらむ 21・教育会館・各市民館などで展示いたします 》 

 

 

前回のイクメン賞「オトコ同士」 

前回のカジダン賞 

「運気をもたらす人」 
11 月 20 日は「かわさき子どもの権利の日」です! 

 
フランス生まれの 
電子楽器 

http://www.arima-nogawa.jp/
http://www.kpal.or.jp/
mailto:info@yahoo.co.jp


 

 

 

 

 

【川崎市民プラザ】℡ 888-3131 

梶が谷まちづくりコンサート 

11/6(日)14:00～16:00(13:30 開場) 

1,000 円(全席自由)定員:500 人 

ビッグバンドナイトコンサート 

11/19(土)18:30～(18:00 開場) 

前売り 2,000 円/当日 2,500 円 

定員:200 人 

マジックショーⅢ 
12/4(日)12:00～  

参加もできます。 

プラザのダンスパーティー 

12/10(土)18:30～20:30(18:00開場) 

前売り 2,000 円/当日 2,500 円 

定員:100 人 

11/1 よりチケット発売(電話予約可)  
【川崎市アートセンター】 

℡ 955-0107 
〈アルテリオ小劇場〉 
中野成樹+フランケンズ 

『ゆめみたい(2LP)』 
(シェイクスピア『ハムレット』より) 

昨年 11 月 

に行われた 

「ハムレット 

講座」から 1 

年。ついに 

中野成樹が 

シェイクスピアの大作『ハムレッ

ト』を上演。(上演時間 90 分) 

期間：12/23(金･祝)～ 12/27(火) 

チケット：一般 3,500 円他(全席自由)ほか 

誤意訳･演出：中野成樹 

翻訳：長島 確 

出演：村上総一、福田毅、石橋志保 

野島真理、洪雄大ほか 

【平和館】     ℡ 433-0171 
◇平和館企画展 

「核廃絶に向けた新たな動き」 
日時：11/16～12/6(月曜日を除く) 

   9:00～17:00 

パネル展示と関連映像の上映をします。 

◇リレー講演 

「ヒバクから考える核廃絶」 
11/26(土)14:00～17:00 

小沼通二 慶応大学名誉教授 

太田昌克 共同通信編集委員 

12/3(土)14:00～17:00 

 湯浅一郎 ピースデポ代表 

 桜井均  立正大学教授 

※いずれも入場無料。 

詳細はお問合せください。 

 

 
 

【川崎市市民ミュージアム】 
℡ 754-4500 

当館の常設ス 

ペースであるア 

ートギャラリー 

で、3 つの展覧 

会を同時開催し 

ます。 

観覧料：無料 

会 期： 

10/15(土)～1/9(月･祝) 

1 岡本太郎生誕 100 年記念  

パパは漫画家～岡本一平とその芸 

2 岡本太郎生誕 100 年記念 

岡本家と大貫晶川～芸術一家のはじまり～ 

3 寄贈作品展 中田和昭写真展 

  工都川崎と昭和のこどもたち 
 

【東芝科学館】   ℡ 549-2200 
開館 50 周年記念特別イベント 

ガリレオ工房科学実験ショー 

～エジソン電球から未来の明かりへ～ 

光るスライムの丌思議 

日時：11/26(土) ①10:00～11:30 

         ②13:30～15:00 

対象：小学 1 年生～中学生 

定員：各回 250 人（付き添い含む） 

会場：4 階大ホール ※予約不要 

ミステリーフェスティバル 

くまさんに何がおこったか？ 
日時：11/26(土) ① 9:20～10:00 

②11:00～11:40 ③12:30～13:10 

④14:00～14:40 ⑤15:30～16:10 

対象：小学 3 年生以上 

定員：各回 10 人(先着順) 

会場：2 階 AB ホール 
 

【会館とどろき】 ℡ 733-3333 

親子劇鑑賞会 

『生語りでおくる影絵劇』 
日 時：11/26(土)13:30～15:00 

        （13:00 開場） 

参加費：１人 400 円(5 歳以上) 

      5 歳未満の幼児は無料 

定 員：250 人(先着順) 

申 込：電話または来館にて受付 

会 場：会館とどろき『けやきの間』 

～プログラム～ 

〇 はらぺこプンタ 

〇 走れメロス 

 

 
 
【幸市民館】  ℡ 541-3910 

みんなでつくろう！ 

“さいわいオペレッタ” 
 あなたも、オペレッタづくりを   
体験してみませんか？ 

日時：平成 24 年 1/7～21 の土･日 
13:30～16:30 

※1/21 は 10:00～16:00 

会場：幸市民館 大会議室ほか 

対象：小学生以上の市民 50人 

(小学 3 年生以下は保護者同伴) 

受講料：無料 ※保険料 500 円自己負担 

持ち物：タオル、飲み物 

申込：12/15(木)10:00～先着順 

【幸図書館】   ℡ 541-3915 

ノスタルジックさいわい展 
幸区の懐かしい風景を写真と 

切り絵で紹介します。 

期間：12/16(金)～12/27(火) 

(12/19 は休館日のためお休み) 

   9:00～16:30 

会場：幸市民館 ギャラリー 

ニュース映画にみる幸区 
神奈川県内の映画館で上映され

ている「神奈川ニュース」のうち、

幸区に関連するものを編集し、解

説を交えて紹介します。 

日時：12/17(土)14:00～16:00 

会場：幸市民館 大会議室 

定員：100人 (先着順) 

申込：12/1(木)9:30～ 

幸図書館カウンターで整理券配布。 

【教育文化会館大師分館】℡ 266-3550 

～プラザ大師まつり～ 
サークル舞台発表会、手作り体

験広場、おはなし会、作品展示、

体験学習、古本市、コンサート(要

整理券)を実施いたします。 

日時：11/18･19･20(金･土･日) 

詳しくはお問い合せください。 

～シニアの社会参加支援事業～ 

「孫育てからた育てへ」 

イマドキの子育てを知り、自分

の孫はもちろん、地域の子どもた

ちのおじいちゃん・おばあちゃん

として子育てを見守る「た(他)

育て」を学ぶ。 

日時:11/29(火)～1/31(火) 全6回 

   13:30～15:30 

定員:30 人(先着順) 

申込:11/16(水)10:00～電話か直接 

【日本民家園】   ℡ 922-2181 

民家園まつり 11 月 3 日(木･祝) 
～無料開園日～ 

◆ むかし遊び 

11:00～12:00 13:00～15:00 

民具着用体験・輪投げ・竹馬・ 

竹ぽっくり・はたおりなど 

◆ 歌舞伎 13:30～14:45 

「義経千本桜二段目 伏見稲荷鳥居の場」他 

料金：500 円 12:45～舞台口にて発売 

会場：船越の舞台 定員：400 人 

出演：秋川歌舞伎あきる野座 

◆ 民技会作品頒布会 10:00～14:30 

 わら・竹細工、織物など民技会が   

製作した作品の頒布会です。 

※11/6、13、20(日)も行います。 

民家園講座「ボランティア講座」 

 民家園内で行われている古民家

維持のための作業や、園内ガイドを

行うボランティア入会の講座です。 

開催日：1/14･21･28･2/4 全 4 回 

10:00～15:00(2/4 のみ 9:30～) 

対象：15 歳以上 

定員：30人(応募者多数の場合は抽選) 

申込締切：12 月 26 日 

【柿生郷土史料館】℡ 988-0004 

第 4 回特別企画展 

「郷土の古民具と信仰展」 
◆展示：地域住民から寄せられた

江戸時代から昭和 30 年代まで

の農具や機械類。行灯・ランプ・

和鏡。念仏講資料など。 

◆実演・ガイド：道具類の使用法 

期間：11/6,13,20,27(日曜日) 

        12/3,10,17,24(土曜日) 

〔古民具に関するガイド〕 

11 時から：11/6,20,12/3,17 

     14 時から：11/13,27,12/10,24 

 

 

【(公財）川崎市産業振興財団】 
秋季パソコン講座 ℡ 548-4121 

～12 月末まで開催中～ 
講座名：初心者パソコン、エクセル初 

級・中級、ワード初級・中級、エク 
セル関数活用、パワーポイント 

日時：月曜日～土曜日 午前/午後 

/夜間 3 時間・６時間講座 

受講料：5,000 円・10,000 円  

(税・テキスト代込) 

場所：川崎市産業振興会館 

詳細はチラシまたは電話でお問

い合せください。 

【幸区保健福祉センター】 
メンタルヘルス講座 ℡ 556-6654 
～身近な人を支えるために～ 

日時：11/17,24,12/1,8 全 4 回 

場所：さいわい健康プラザ 3 階 

定員：45 人(先着順) 

費用：無料 10/17 受付開始 

主催：幸区精神保健福祉連絡会 

申込先：幸区保健福祉サービス課 

【男女共同参画センター すくらむ 21】     

℡ 813-0808 Fax813-0864 
60 代からを活き活き楽しむ男性の講座 

11/16(水) 講師：cikako 氏 

「小旅行や孫とのおでかけに持

ち服のアレンジで最適な秋冬の

着こなし方を学ぶ」 

11/22(火)講師：土師信一郎博士 

「第一人者に学ぶ！香りとの上手な

つきあい方～加齢臭の原因・予防」 

12/2(金)講師：相馬啓子医師 

「いびきの正体を知り、心地よい

眠りを取り戻そう！」 

※申込みなど詳細はお問合せください。 

【多摩図書館】   ℡ 935-3400 

秋のおはなし会 
 多摩図書館では季節ごとに特別 
なおはなし会を行っています。 秋
のおはなし会では大型絵本などの
読み聞かせを行います。 

親子で楽しいひと時をお過ごし
ください。 
日時:11/20(日)1 回目 10:30～11:00 

       2 回目 11:15～11:45 

会場:多摩図書館 整理室 

対象:1 回目 2 歳以上 

2 回目 4 歳以上 

申込み不要、直接会場にお越しください。 

〈臨時休館のお知らせ〉 

12/17(土)は、ビル点検のため臨

時休館いたします。 
 
 

第７回高津区 こども・子育てフェスタ 
日時：11/12(土)10：30～15：00 

会場：高津市民館 

問合せ：高津市民館 ℡ 814-7603 

なかはら子ども未来フェスタ 
～きて･みて･あそんで･支えあう笑顔の輪～ 

日時：11/26(土)10:00～15:00 

会場：中原区役所(区役所前広場・4･5階) 

問合せ：中原区役所こども支援室 

          ℡ 744-3238 
 
 

川崎市内施設 の生涯学習・イベント情報  
詳しくは、各施設に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 

 

川崎市内施設の活動・催し物情報や企画展の紹介、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。情報をおよせください。 ☎044-733-5560 (財)川崎市生涯学習財団 

 

 

昭和 5 年夏、ロンドン ハム
ステッドの寓居にて 
左より 岡本太郎、かの子、

一平 

【高津スポーツセンター】℡813-6531 

スポーツの秋！予約不要のスポーツ教室に参加してみませんか？ 

当日受付ですので気軽にご参加ください。 

 

© 鈴木竜一朗 

教室名 対象 曜日 時間 参加料

3Bのびのび親子体操
2歳～就園前の
お子様と保護者

月 11:40～12:40 1回 600円

KID’S体力アップ教室 年少～小2 月 16:30～17:20 1回 500円
フラダンス　(クプナ) 15歳以上 火 11:10～12:00 1回 500円

骨盤＆背骨体操 15歳以上 火 12:00～12:50 1回 500円
KID’Sレスリング 年長～中学生 火 16:40～18:00 1回 500円

KID’Sバスケットボール 小学生 火 16:40～18:00 1回 500円
朝の気功ストレッチ 15歳以上 水 9:00～10:00 1回 500円

バラエティーエクササイズ 15歳以上 水 12:00～13:00 1回 500円
太極拳 15歳以上 木 11:15～12:45 1回 500円

フラダンス(初級) 15歳以上 11:10～12:10 1回 500円
フラダンス(中級) 15歳以上 12:20～13:20 1回 600円

ママの骨盤体操
18歳以上

お子様連れ可
金 12:10～12:50 1回 500円

第1･2･4

木

【青少年科学館】 ℡922-4731 

愛称 決定！！ 
マスコットも新登場！ 

皆様から応募いただいた「愛称」

が決まりました。最優秀賞が２点 

愛称：『サイエンスプリン』 

通称：『かわさき宙
そら

と緑の科学館』 

来春のリニューアルオープン後、

様々な場面で登場します。お楽しみ

に！ 

詳しくは、青少年科学館のホーム
ページをご覧ください。 

【ヨネッティー王禅寺】℡951-3636 
王禅寺処理センターの建替え工

事に伴い、ヨネッティー王禅寺の

温水プールを休止いたします。 

トレーニングルーム、老人休養 

施設、会議室、カルチャー教室は 

通常通り営業しております。 

期間：11/20(日)～H24 年 3/15(木) 

※ 詳細はお問い合わせください。 


