
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

◆初夢♪新春イベント 1/15(日) 11:00～15:00 

 もちつき、どんど焼き、書き初め、お正月ならでは

の昔あそびなど盛りだくさん。※もちはなくなり次第終了 

◆おさがりバザール週間 1/17(火)～23(月) 
着られなくなった子どもの服や靴を無料でお譲していま

す。ご家庭にある冬物をお持ちよりください 

◆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。 

 毎月第 2･4 水曜日 10:30～13:00 

･1/11(水)みんなでお汁粉を作ろう 

（参加費 1 人 50 円 おもち持参 ない人は当日売り） 

･1/25(水)いろんなもので炭焼き 
 

(財)川崎市生涯学習財団 平成 23 年度 シニア活動シンポジウム 
 
 
 

日時：平成 24 年 2 月 15 日(水)  14 時～16 時(開場 13 時 45 分) 

会場：川崎市生涯学習プラザ (最寄り駅 武蔵小杉)  川崎市中原区今井南町 514-1 

内容：14 時～ 津田山コーラスによるミュージカル♪ 

14 時 40 分～ シンポジウム 

      ○シンポジスト・金星かおる（津田山コーラス 講師）・山本善保（Uzumaki 代表） 

・堤 秀夫 （上平間第二町会 町会長） 

      ○コーディネーター・田中雅文 （日本女子大学教授） 

定員：100 人（申込不要・当日先着順）参加費：無料 問合せ：☎044-733-6626 (財)川崎市生涯学習財団 

  第 28号 

2012 (平成 24)年  

1月 1日号 

通称 ＫＳＪ 
 

 

発行 (財)川崎市生涯学習財団 〒211-0064川崎市中原区今井单町 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 

 

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

◆よちよちっ子のおはなし会 
日時：2 月 7 日(火)10:00～ 

対象：よちよち歩きから幼稚園・保育園入園前のお

子さん。あるいは幼稚園・保育園等に通っていな

いお子さん。 

申込：１月 17 日（火)から電話で受付。 

◆川崎市青少年の家フェスタ 
日時：3 月 11 日(日)10:00~15:30 

地域や施設利用団体の方々による展示・発表・模擬店

等で盛り上がるお祭りです。ぜひお越しください。 
 

無料 

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

企画展・文化講演会 ～郷土の地名に親しもう～ 

今回の企画展・及び講演会では「川崎区」の地名 

を取り上げます。 

★企画展：2 月 19 日～26 日 

★講演会：2 月 19 日（日）10 時から 

講 師：金子欣三氏・鈴木茂子氏 

（日本地名研究所所員） 

会 場：ふるさと館 展示室 

定 員：４０人 受付は 1 月 15 日から 

 

かわさき市民アカデミー2012 年度前期講座 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、2012年 4月～7月開講の前期講座 

募集説明会を５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 

く説明いたします。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。（1 月 13 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 

 

 

月日 1月26日(木) 1月27日(金) 1月30日(月) 2月1日(水) 2月4日(土)

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

会場
麻生市民館3階
第１会議室

ミューザ川崎
研修室１

多摩市民館4階
第１会議室

中原市民館2階
第3・4会議室

高津市民館11階
第１会議室

最寄り駅
新百合ヶ丘駅

徒歩3分
JR川崎駅
徒歩３分

 向ヶ丘遊園駅
徒歩５分

武蔵小杉駅
徒歩４分

武蔵溝ノ口駅
溝の口駅
徒歩２分

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 

★パパのための“絵本読み聞かせ講座”全３回 

第１回 クッキング（水餃子作り）おはなし会 

1/28（土）11～14 時 材料費：800 円 

第２回 読み聞かせ基礎講座 

2/25（土）14～15 時 無料 

申込：1/14（土）10 時～ 電話か窓口 定員 8 組 

対象：パパとお子さん（ママや兄弟の参加も歓迎）  
第３回 特別公開講座 久留島太郎の絵本ライブ 

3/24（土）14～15 時 80 名 無料 

整理券：3/10（土）10 時～  窓口にて配布します。 

 

問合せ：教育委員会生涯学習推進課 ℡ 200-3304 

                   教育文化会館、各市民館・分館では、「市民

自主学級」「市民自主企画事業」の企画を募集

します。「こんな学びの場があったら」「こん

な集いの場があったら」というみなさんのア

イデアを形にしてみませんか？ 

市民自主学級って何？ 地域課題の解決を目的に、テーマに沿って短期(5～9回)または長期(10～15 

回)の学習を継続して行うものです。保育つきの講座にもできます。 

市民自主企画事業って何？ 地域に根ざした文化・芸術の振興などにつながる内容で、シンポジウム 

やフォーラム、展示会、交流会、調査研究などを自由な形で行うものです。 

企画提案は誰でもできるの？ 提案できるのは会員 5人以上のグループまたは個人です。 

提案はどこへ？ グループの場合は、主に活動場所 

としている地区の館へ提案します。個人の場合は 

在住あるいは在勤する地区の館へ提案します。 

自分だけで運営するの？ どの企画も、採用後に 

改めて館職員と企画を練り、一緒に運営します。 

また、個人提案が採用された場合は一緒に講座 

を企画運営してくれる委員を新たに募集します。 

どうやって選ぶの？ 各館で企画提案会を開催し、 

実施する事業をみんなで 

話し合って決めます。 

関心のある方は 各館で配 

布している募集案内をご 

覧になり、説明会にお越 

しください。                        

施 設 名 説 明 会 企画提案会

教育文化会館

大師分館,田島分館

幸市民館 1/18(水)

日吉分館 1/18(水)

中原市民館 1/14(土)･18(水) 2/25(土)

高津市民館 1/22(日) 2/18(土)

橘分館 1/21(土) 2/19(日)

宮前市民館 1/18(水) 2/25(土)

菅生分館 1/28(土)･2/1(水) 2/19(日)

多摩市民館 1/21(土) 3/4(日)

麻生市民館 1/21(土) 2/25(土)

岡上分館 1/28(土) 3/3(土)

1/28(土) 3/3(土)

2/26(日)

 
高津市民館市民自主企画事業 

“高津の里山写真展”から 

フィールドワークの様子 

http://www.kpal.or.jp/
http://www.arima-nogawa.jp/


 

 

 

 

 

【川崎市市民ミュージアム】 
企画展      ℡ 754-4500 

「昔のくらし・今のくらし 2012」 
 原始古代から現代まで、長く営

まれてきた人々の暮ら 

しを、生活用具の移り 

変わりから振り返る展 

覧会を開催します。 

会期:1/24(火)～4/1(日) 

休館日:毎週月曜日 

3/6･3/7･3/21 

観覧料:無料  
【川崎市社会福祉協議会】 
― 成年後見制度普及啓発 

シンポジウムと相談会 ― 
～すぐそばにある安心～ 
活用しよう！川崎の成年後見制度 
日程：2/5(日)①9:30～②13:00～ 

① 市民相談会(予約制 1/15 締切) 

② シンポジウム 

会場：川崎市総合福祉センター 

（エポックなかはら） 

基調講演・シンポジウムコーディネーター 

西原留美子氏(東海大学専任講師・社会福祉士) 

※ 社協･区役所でチラシ配布中 

問合せ:川崎市あんしんセンター

運営課 ℡ 739-8727  
【川崎市民プラザ】℡ 888-3131 

プラザクラシックコンサート 
日時:1/26(木)14:00～(開場 13:30) 

定員:500 人  

全席自由 500 円 

東芝科学館科学実験ショー 
1/28(土)13:30～15:30 参加費無料 

対象：小学生 80 人 

申込：往復ハガキ 

締切：1/16 必着 

※申込多数の場合 

は抽選にて決定。 

マジックショー 2/5(日)12:00～ 

【会館とどろき】 ℡ 733-3333 

親子古典芸能鑑賞会 

  「落語と太神楽曲芸」 
面白おかしい落語を聴きハラハラ

ドキドキの太神楽(だいかぐら)を体

感！古典芸能を楽しみましょう！ 

日時:1/28(土)13:30～15:00(13:00 開場) 

会場:会館とどろき けやきの間 

参加費:1 人 400 円(5 歳未満無料) 

演目:太神楽、紙切り、落語 

申込:電話または来館にて 

【多摩図書館】   ℡ 935-3400 

冬のおはなし会 
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。パ

パもママも、おじいちゃんもおば

あちゃんもご一緒にどうぞ。 

日時:2/18(土) 1 回目 10:30～11:00 

2 回目 11:15～11:45 

対象:1 回目 2 歳くらいから 

   2 回目 4 歳くらいから 

会場:多摩図書館 整理室 

※申込み不要、直接会場にお越しください。  
【高津市民館】 ℡ 814-7603 

震災と原発から 

いのち について考える 
日時:1/13(金 )～2/24(金 )毎週金曜日

18：30～20：30  全 6 回 

(2/3 のみ 18:00～20:00) 

会場:高津市民館 視聴覚室 

対象:関心のある方 35人 

参加費:無料 

申込:電話、Fax、来館にて 

グループ活動紹介展 
期間:1/25(水)～2/6(月) 

会場:11 階ウォールギャラリー 

 

   
【川崎市聴覚障害者情報文化センター】 

℡ 798-8800  Fax 798-8804 

「補聴器とコミュニケーションの講座」 
補聴器について、聞こえの低下を補

う方法を仲間と一緒に学びましょう! 
ご家族や関係者の方も参加可能です。 
日時:2/2,9,16,23 木曜日連続 4 回 

13:30～15:30 

会場:川崎市聴覚障害者情報文化センター 

申込:Fax･ハガキに名前、年齢、住 

所、電話･Fax 番号、お持ちの方は 
補聴器のメーカー・型式、障害者 
手帳の有無(等級)を記入。 
電話でも受け付けます。 
 

【(公財) かわさき市民活動センター】 
℡ 430-5566 

かわさきボランティア・市民活動フェア 

｢あなたの力が地域をつくる｣ 
例年多くの団体が参加し、ボラ

ンティア･市民活動の見本市とし

て定着してきました。今回も 80団

体が日々の活動を紹介します。 

日時:1/28(土) 10:00～16:00 

会場:中原市民館 

内容:パネル展示、復興支援東北地

方物産展、活動体験、料理教室、

子育て相談、コンサートなど 

 

 
 

【幸市民館】  ℡ 541-3910 
みんなでつくろう！ 

“さいわいオペレッタ”発表会 
日時:1/21(土)14:30～15:30 (14:00開場) 

会場:幸市民館大ホール 

定員:800 人 参加費:無料 

申込:不要  

女性のワークライフバランスを考える 

～幸せのものさしさがし～ 
日時:1/29(日)～3/17(土)10:00～12:00 

  毎週土曜日または日曜日 全 8 回 

会場:幸市民館第 1 会議室ほか 

対象:15 歳以上 30 人（保育:2 歳

以上の未就学児 10 人まで） 

参加費:無料(教材費・保育保険料自己負担) 

サイエンスカフェ in さいわい 

～災害から子どもたちの未来を守ろう～ 
日時:1/22～2/12 主に 10:00～12:00 

毎週日曜日または木曜日 全 5 回 

会場:浦安市日の出公民館周辺、幸市民館 

定員:30人(保育:2歳以上の未就学児 5人まで） 

参加費:無料(交通費、保育保険料自己負担)  
 

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 30 年頃の 
茶の間の風景 

(再現) 

【地名資料室】 ℡ 812-1102 

地名塾「川崎の歩みと谷戸」 
日時:1/27、2/3、2/10、2/17、2/24 

   13:30～16:00 

定員:40 人(申込多数の場合抽選) 

参加費:1,500 円(第 1 回目に徴収) 

申込：往復ハガキに氏名、住所、

郵便番号、電話を記入 

宛先:川崎市教育委員会地名資料室 

213-0001川崎市高津区溝口 1-6-10 
てくのかわさき 4F 

締切:1/10 必着 

【(公財）川崎市産業振興財団】 

パソコン講座  ℡ 548-4121 
～平成 24 年 3 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、パワーポイント、 
その他復習講座あり 

日時：月曜日～土曜日 午前･午 

後･夜間･1 日講座あり 

会場：川崎市産業振興会館 

受講料：10,000 円／5,000 円 

(税・テキスト代込) 

※ 詳細はチラシまたは電話で！ 

【ふれあい館】 ℡ 276-4800 

初心者向け チャンゴ講座  
 韓国朝鮮の伝 

統打楽器のチャ 

ンゴの叩き方の 

基礎とリズムを 

楽しく学びます。 

日時：1/28～3/3 毎週土曜日 

   午後 6:30～8:00 全 5 回 

会場：川崎市ふれあい館 

申込：1/14 から 電話か来館にて 

【幸スポーツセンター】 ℡ 555-3011 
◆第 4 期スポーツ教室募集中！ 

今年も定期的に運動をし、健康な体でスポーツを楽しみましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

※お申し込みは電話にてお問合せください。 
※詳細はホームページ(http://www.saiwai-sc.jp/)をご覧ください。 

教室名 日程 時間 対象・定員 受講料
1/16～3/19 15歳以上

月曜日(全10回) 30人
1/16～3/5 15歳以上

月曜日(全8回) 30人
1/16～3/5 中学生以上

月曜日(全8回) 30人
1/11～2/29 15歳以上

水曜日(全8回) 30人

5,300円

4,300円

4,300円

4,300円

15:00～16:15

10:15～11:45

18:30～19:45

13:00～14:15

バレエストレッチ

ジャズダンス

ヒップホップ

背骨コンディショニング

 

 

保育付き 

 

 

保育付き 

【南部身体障害者福祉会館】 

入門手話講習会  
℡ 244-3971 Fax 244-3885 

手話を初めて習得しようとする 

方を対象に基本的な手話の講習会

を行います。 

日時:2/2(木)～3/8(木)毎週木曜日 

18:30～20:30 (全 6 回) 

定員:40 人(応募多数の場合は抽選) 

対象:市内在住・在勤・在学の方 

会場:川崎市单部身体障害者福祉会館  

申込:往復ハガキ・電話・ファックス 

または直接来館にて受付します。 

締切:1/23(月)必着  費用：無料 

【てくのかわさき】℡ 812-1090 

自彊術(じきょうじゅつ)教室 

日時:1/24(火)･31(火)･2/7(火)･14(火) 

   10:00～12:00 全 4 回 

定員:25 人 受講料:4,000 円 

かわさきマイスターに学ぶ 

革張り椅子製作教室 
日時:1/28(土) 工作実習室 

定員:15 人受講料:4,500 円(材料費込) 

ホームページ作成講座 
ホームページ作成ソフトを使わ

ず、HTML と CSS による Web サ
イト作成法を学びます。 

日時:3/3(土)、4(日) 全 2 日間 

   10:00～17:00(休憩 1 時間) 

定員:15 人  受講料:15,000 円 

かわさきマイスターが教える 

ゲルマニウムラジオ製作教室 
日時:3/17(土) 10:00～12:00 

定員:20 人(小学校 3 年生以上) 

受講料:1,500 円(材料費込) 

【とどろきアリーナ】 ℡798-5000 Fax798-5005 

とどろきアリーナ スポーツデーのご案内 
 スポーツデーとは、個人で利用できる開放日のことで、様々な種目を

通年実施しています。予約なしでいつからでも参加できますので、自分

の体力や好みに合わせてご利用ください。 

                         ☆利用料、用具、 

                              指導者の有無、 

種目の詳細に

ついては、お問

合せください。 
 

                         ☆貸し館などの 

関係で中止に 

なる場合があ 

りますので、事                                                 

前に確認して 

ください。 

曜日 時間 種目 対象
9:00～12:00 バレーボール 小学生以上

10:00～11:15 シェイプアップヨガ 中学生以上
17:30～21:00 ソフトバレーボール 小学生以上
10:00～11:15 はじめてのエアロビクス 中学生以上
13:00～16:30 卓球・パドルテニス 小学生以上
10:00～11:15 リフレッシュ体操 中学生以上
13;00～16:30 小学生スポーツデー 小学生のみ
13:00～16:30 キッズコーナー 幼児と保護者

17:30～21:00 バスケットボール 小学生以上
14:30～15:45 太極拳 中学生以上
13:00～16:00 特設テニス(期間限定） 中学生以上
10:00～11:15 シェイプアップエアロビクス 中学生以上
13:00～16:30 卓球・バドミントン(期間限定) 小学生以上
17:30～21:00 卓球・バドミントン 小学生以上

金

月

火

水

木

 

 

 

 
 
【川崎市アートセンター】 

℡ 955-0107 
〈アルテリオ小劇場〉 

劇団サンプル新作公演『女王の器』 
 第５５回岸田國士戯曲賞を受賞

した松井周の最新作。ある架空の

国の女王を巡る物語が時空を超え

て展開します。 

作･演出:松井周 

出演:古舘寛治、 

古屋隆太、奥田 

洋平、野津あおい 他 

期間:2/17(金)～2/26(日) 

※19(日)、26(日)14:30～の回は、託児

サービスあり(要予約) 

〈アルテリオ映像館〉 
『ブリューゲルの動く絵』 
 ピーテル･ブリューゲル 16 世紀
の名画｢十字架を担うキリスト｣を
映像で再現し、謎 
を解き明かしてい 
く今までになかっ 
たアートムービー。 
上映:1/4(水) 

～1/20(金)  
『パリ･ルーブル美術館の秘密』 
巨大なルーブル美術館の裏側を

おさめた貴重なドキュメンタリー
作品。『ブリュ-ゲルの動く絵』の
公開にあわせて限定上映！ 
上映:1/13(金)～1/20(金)  
【日本民家園】   ℡ 922-2181 
企画展示 
奈良の町屋-旧井岡家住宅‐ 
奈良市から移築された井岡家の

当時の生活と移築工事の様子を写

真や図面を中心に紹介します。 

期間：1 月 4 日(水)～1 月 9 日(月祝) 

3 月中旬～5 月 27 日(日) 

古民家屋根葺き替え見学会 
 屋根の葺(ふ)き替えを、足場に

上がり解説付きで 

見学します。 

2 月上旬～中旬予定 

当日先着 30 人  

動きやすい服装、靴で参加ください。 

そば処休業のお知らせ 
 山下家住宅工事のため、1階の 

そば処を休業(1月～3月中旬)、２ 

階企画展示室を休止(1月 10日～3 

月中旬)いたします。 
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