
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

               
         

  

 

 

 

 

〈岡本太郎美術館 母の塔前広場にて〉 

～自然の中で、ゆったりと音楽に耳を傾けてみませんか～ 

出演：湯川潮音さん（シンガーソングライター）他４団体出演 

時間：午後３時５０分～７時  【問】岡本太郎美術館 ☎ 900-9898 

 

  

             ～親子で楽しめるイベントが芝生広場に大集合！～ 

             ○ ペットボトルキャップドット絵と写真撮影（午前 10 時～午後１時） 

藤子・F・不二雄先生の楽しいキャラクター絵が登場します。 

○青空ステージ（午前 11 時～午後３時） アコースティックライブ、お笑いステージなど。 

○親子エコ体験教室（午前 10 時～午後３時）    ○木こり体験「丸太切り」（午前 10 時～午後４時） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

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 

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

第 1回企画展「ある郷土史家のみた ふるさと溝口」(高津区民祭参加事業) 
期間：7/8(日)～29(日)  会場：ふるさと館展示室 入場無料 

故上田恒三 氏寄贈の史料を展示。 

文化講演会「大山街道の歴史散歩」 
日時：9/15(土) 10:00～ 会場：ふるさと館イベントホール 定員：60 人 
講師：金子 勤氏(郷土史研究家) 街道の歴史、文化を内容とする講演会 
申込み：先着順 60人。8 月上旬から受付の予定。 

子ども夢パーク            044(811)2001  

URL  http://www.yumepark.net 
夢パまつり 2012 祝！9 周年 《水あそびスペシャル》 
 夢パークで思いっきり水遊びをしよう!! 
日時：7/16(月･祝)10:30～15:00 予定 雨天決行 
おさがりバザール週間 
日時：7/18(水)～24(火)  事務所前にて 
子育て井戸端かいぎ 7/19(木)10:00～12:00 
 子育ての悩みや不安、ちょっとした疑問、幼稚園や保育
園のこと、子育てに役立つ情報など、何でも話せる場所で
す。申込みは不要。 会場：夢パーク 2F「ごろり」 
野球大会 7/21(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て草野球。 

技術や年齢に関係なく参加できます。 

かわさき市民アカデミー201２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前期講座(4 月～8 月)が行われています。約 3,000 人が 47 講座を選択し、楽しみ

ながら受講しています。事務局では後期(10月～)講座の準備を始めています。 

NPO法人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のために、講座の内容、手続きなどにつ

いて説明会を開催いたします。なお、説明会への参加費は無料、事前申し込みも不要です。 
 

詳細等は NPO法人かわさき市民アカデミー 

ホームページ、受講生募集案内チラシをご覧 

ください。 

【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 

 

 

発行 (公財)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 

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

人形劇鑑賞会 
 人形劇団「オフィスやまいも」による人形劇を開

催します。演目は『おむすびころりん』です。 

日時：8/24(金)10：30～11：30 

対象：高津区・宮前区在住 

の小学校 3年生以下 

(保護者同伴) 

定員：150 名(先着順) 

申込：7/15(日)から電話で 

受け付け 

 

無料 

月日 7月18日(水) 7月24日(火) 7月27日(金)

時間 13:30～15:00 13:30～15:00 13:30～15:00

会場 ミューザ川崎4階 高津市民館11階 麻生市民館3階

最寄り駅
JR川崎駅
徒歩３分

武蔵溝ノ口駅
溝の口駅
徒歩2分

新百合ヶ丘駅
徒歩3分

                                      
                             ※受講料には保険料を含む 

  

 

■申込み：往復はがき(各教室

１人１枚) ※返信用にも住所・氏

名を ①希望教室名 ②名前(ふ

りがな) ③性別・年齢 ④住所 

※上表のほか「エアロビクス教室」「ヨーガ教室」「気功太極拳教室」等があります  ⑤℡・FAX番号 

 ■あて名：〒211-0064 川崎市中原区今井南町 514-1（公財)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 24年 8月 6日(月) 必着 ※応募者多数の場合は抽選 

 ■受講料払込等の案内：抽選結果等と合わせ、8月 9日(木)以降郵送   ■申込み・問合せ：７３３－５８９４  

 

 

 

教室名(定員) 開催期間 曜日・回数・時間 受講料

ボディエクササイズ教室 (40)
9/3～12/3

(9/17・10/8休み)
月曜日 12回 10:00～11:00 8,400円

ストレツチ健康体操教室 (40) 9/5～11/21 水曜日 12回 15:40～16:40 8,400円

たのしいフラダンス教室 (25） 9/6～11/22 木曜日 12回 10:00～11:15 8,400円

リズム＆ストレツチ体操教室 (25) 9/7～11/9 金曜日 10回 10:00～11:15 7,000円  

〔24年度第2期 健康・体力づくりスポーツ教室〕  

 

 

                  平成 24 年度 第 2 期 受講生募集 

◆水曜コース 8/22～11/28 全 12 回 ①水曜手びねりコース 9:30～12:30 ③水曜電動ろくろコース 13:30～16:30 

◆土曜コース 8/18～12/1  全 12 回 ②土曜手びねりコース 9:30～12:30 ④土曜電動ろくろコース 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(市内在住･在勤者を優先) 電動ろくろコース受講希望者は、手びねり経験者に限る。 

定員：①②手びねりコース各 15 人  ③④電動ろくろコース各 11 人 

費用：手びねりコース 31,500 円、電動ろくろコース 37,500 円 （粘土代、焼成料、釉薬代 全て込み） 

申込：往復はがきに希望コース･住所･氏名･電話番号を記入。7/17(火)必着 応募者多数の場合は抽選 

宛先：〒211-0064川崎市中原区今井南町 514-1 (公財)川崎市生涯学習財団事業推進室『陶芸教室担当』あて 

陶  芸 教 室 
川崎市生涯学習財団事業推進室  

℡ 733-5893 

待望のガイドブッ
クが完成しました！ 
大山街道周辺の見

どころが、写真やイラ
ストで紹介されてい
ます。 

 

 

 

豊かな自然がまちなかに残り多くの文化施設がある生田緑地。夏のひととき、生田緑地の魅力に触れてみ
ませんか。「生田緑地サマーミュージアム」では、自然と人、暮らし、文化や芸術のつながりの感じられ
るイベントを開催します。                        【代表問合せ先】日本民家園  ☎044-922-2181 

 

 ★ ヒーリングＬＩＶＥステージ 

★ 芝生広場で遊ぼう 

 

● 納涼民家園 （午前９時半～午後６時） 

入園料500円 ※浴衣・甚平着用の人は入園無料 

【問】日本民家園 ☎ 922-2181  

● ゴルフ場開放 （午前９時～午後４時） 

【問】川崎国際生田緑地ゴルフ場 ☎９３４-００１５ 

● 川崎フロンターレ 
「生田緑地 夏休み親子体験会」 

  一部要事前申込。詳細はお問合せください。 

【問】川崎フロンターレ ☎829‐3011 

 
● 実験工房  （午後１時～３時）  【問】かわさき宙と緑の科学館 

● 星空観察会 （午後７時半～９時）            ☎ 922-4731 

 

８月５日
日曜日 

雨天時： 

縮小して実施！ 

湯川潮音 

 

● 夜の生田緑地の生き物観察 （午後６時半～午後８時半） 

   親子２０組４０名。 集合場所、持ち物等の詳細はお問合せください。  

【問】かわさき自然調査団  ☎090-2171-7214 

 

 

 

ＫＳＪ 
第３２号 

 2012（平成 24）年７月１日  

 

※財団のロゴマークにある「KPAL=K パル」とは財団の愛称で Kawasaki Promotion Agency Lifelong learning の略称です。 

● 出店＆フリーマーケット 

（午前９時～午後４時） 

 

http://furusatokan.web5.jp/
http://www.kpal.or.jp/
http://furusatokan.web5.jp/wp/wp-content/uploads/ooyama-guidebook-front.pdf


 

 

 

 

 

 

℡813-6531 
タカスポ祭り 7/29(日) 

10:00～15:00 
会場：高津スポーツセンター 

※雨天決行 

          模擬店や子ども

向けのゲーム等

を多数用意して 

います。また、地域の方々の発表イ 

ベントもあります。 

お友達、ご家族 

を誘ってぜひ、遊 

びに来てください。 

 

* 

 

 

℡＆Fax 922-1025 
第 8回多摩川夕涼みコンサート 
日時：8/19(日)17:30 開演 

会場：二ヶ領せせらぎ館河川敷 

15:00～学生によるワークショップ 

16:00～屋台(焼きそば、かき氷等) 

出演： 

◇フラダンス「カレイアロハマカレア」 

 ◇バラードバンド「ＳＡＭｕＲＡＩ」 

◇スチールパンユニット「PAN-POP-PRADAIS」 

◇法政大学アカペラ「げそにー」 
 
 
《企画展》    ℡ 754-4500 
「郷土・川崎を掘る」6/30～8/26 
一般 500 円、学生･65 

歳以上 300 円、中学 

生以下無料 

「美術館名品展 都市と 

人間のポリフォニー」 

7/28～9/9 

一般 300 円、学生 

･65歳以上 200 円、中学生以下 

無料 

《アートギャラリー(常設)》 
「日活創立 100 年記念資料展」 

「濱谷浩写真展」8/4～11/4 

《博物館展示室》 
「夏休み子どもマンスリー 

妖怪大集合」 7/28～8/31 

℡ 922-2181 
企画展示 
常陸の民家 
-旧太田家住宅- 

 茨城県笠間市より移 

築された旧太田家住宅 

の暮らしを紹介します。 

期間：7/1(日)～11/4(日) 

会場：山下家二階 

伝統工芸館 藍染め講座「型染め初級」 
日時：7/21(土)、22(日) 2 日連続 

   10:00～15:00 

対象：小学 5 年生以上 (小学生は保

護者も受講。有料) 

定員：20 人  参加費：2,000 円 

申込：7/2(月)締切 

問合せ：伝統工芸館 ℡900-1101 

 

 

 

℡ 430-5566 Fax430-5577 

パワ↗アップセミナー 
facebook(フェイスブック)の有効活用 

～NPO の広報、ソーシャルメディア～ 

 fasebook を活動に役立てるため

の活用方法と、活用するにあたって

の注意点を学びます。 

日時：7/28(土)13:30～16:30 

会場：かわさき市民活動センター 

対象：川崎市内のボランティア･ 

市民活動団体、関心のある方。 

定員：20 人(先着順) 

参加費：500 円(当日受付で) 

申込：電話・Fax・メールで 

メールアドレス： 

suisin@kawasaki-shiminkatudo.or.jp 

 

℡544-3480 Fax541-4546 
親子の楽しい環境学習 
 川崎市域に残された水と緑の環

境にふれあいながら、学習課題を体

験して学びます。 

日程：7/21、8/4、9/15、10/20、11/17、 

12/15、1/19、2/16 

いずれも土曜日 9:30～12:00 

対象：小学 1 年～6 年の親子 

総定員：40 人(子ども 25 人保護者 15 人) 

受講料：無料(ただし保険料･資料代

として１人 300 円) 

申込：ハガキまたは Fax で７/５必着 

事務局：中原区田尻町 38 青木宛 

℡ 888-3131 

趣味の教室 (受付随時) 

 初心者でも気楽に学習できる 22 

の講座を開催しています。 

夏休み子ども教室 (募集中) 

＊粘土のパン屋さんになろう！ 

～手作り教室～  

日時：7/24(火)11:00～ 定員：25 人 

＊マジシャンになろう！ 

 ～マジック教室～ 

日時：7/25(水)①10:00～②13:30～ 

定員：各回 40 人 

＊ロボット博士になろう！ 

～親子ロボット工作教室～ 

日時：7/29(日)①10:00～②14:00～ 

定員：各回 15 組 

℡ 988-0004 

第 36 回カルチャーセミナー 

「うつし世の静寂(しじま)に」 
映像と制作者の講演 

日時：7/30(月) 18:00 開演(17:30 開場) 

会場：川崎市アートセンター(新百合ヶ丘) 

参加費：大人 300 円･中学生以下 100 円 

講師：小倉美恵子氏 

℡ 744-3324 

つなげよう・育てよう・広げよう！ 

第 8 回 なかはら市民活動の集い 
なかはらっぱ祭り 

日時：7/15(日) 10:00～16:00 

会場：中原市民館 

 

 

 

 
 

℡244-3971 Fax244-3885 

夏休み親子手話・点字教室 
手話教室 7/23(月)・7/25(水)全 3 回 

定員:15 組(30 人) 

点字教室 7/26(木)・7/27(金)全 2 回 

定員:10 組(20 人) 

時間：10:00～12:00 

対象：市内在住の小学生親子 

(小学生のみでも可) 

費用：無料 

応募方法:往復はがき・電話、または 

Fax(244-3885)か直接来所  7/18 必着 

※応募者多数の場合は抽選 

℡812-1102 

地名シールでかわさきの今昔を

体験しよう＆夏休み宿題相談 
＊地名シール 

日時：7/24(火)～8/12(日) 1 日 2 回 

①10:00～②14:00～ 

対象：市内在住小中学生各回親子 1 組 

申込：7/15(日)9:00～受付開始 

 希望日の前日 16:00 までに電話予約。 

 先着順 

＊宿題相談 

日時：7/24(火)～8/12(日)、8/21(火)～26(日) 

9:30～16:00 

対象：小学生･中学生･高校生 

相談：地名や郷土の歴史に関すること 

※予約は不要ですが、事前に相談内

容を電話で連絡しておくと、必要な

資料を準備しておくことができま

す。 

※月曜日休館 

℡934-7566 

夏休み科学教室 2012 

日時：8/9(木) 13:00～17:00 

会場：明治大学生田キャンパス 

対象：小学 1 年生～高校 3 年生 

詳細は HP をご覧ください。 

申込：7/18(水)必着 

 

 

 

資料コーナー   ℡200-2262 
★スマートフォン関連の書籍や落語の DVD 入荷！ 
 消費生活に関する図書・DVD・イ
ンターネット等の閲覧ができます。
市内在住・在勤・在学の方には貸
出を行っています。自己啓発や研
修会等にぜひご利用ください。 
利用時間：月～金(休日・年末年始を除く) 
        9:00～17:00 

詳細はチラシ･HP をご覧ください。 

          ℡222-8821 

第 22 回 夏休み能楽体験・鑑賞教室 
 ユネスコの世界無形遺産にも登

録されている日本の伝統芸能「能」

を体験する 3 日間。 

子どもから 

大人まで、ど 

なたでも参加 

できます。 

日程：7/26(木)お話、7/27(金)体験 

   7/29(日)鑑賞「葵上」 

会場：川崎能楽堂 

講師：鵜澤久(観世流能楽師･シテ方)ほか 

参加費：2,500 円 

(鑑賞のみの場合は 2,000 円) 

定員：100人(申込み多数の場合は抽選) 

申込：申込み用紙に記入して 

締切：7/17(火)    Fax222-8817 

          

短期水泳教室  ℡ 946-6030 
【こども向け】 

日程：第 1 期 7/31(火)～8/4(土) 

   第 2 期 8/7(火)～8/11(土) 

ジュニアクラス 10:00～11:00 

対象：小学 1 年生～6 年生 

定員：30 人 費用：4,500 円 

キッズクラス 11:00～12:00 

対象：年少～年長(3 歳～6 歳) 

定員：20 人 費用：4,500 円 

【成人向け】 

日程：8/21～8/24 

シニアクラス 10:30～11:30 

対象：60 歳以上 

定員：20 人 費用：3,600 円 

成人クラス 19:30～20:30 

対象：15 歳以上(中学生除く) 

定員：20 人 費用：3600 円 

申込：【子供向け第１期・成人向け】7/16(月･

祝)10 時～。先着順（電話申込不可） 
【子供向け第 2 期】7/23(月)10 時～12 時

先着順（電話申込不可） 
 

 

パソコン講座  ℡ 548-4121 
～ 夏季日程募集中～  

 
講座名：中高年齢者パソコン、初心
者パソコン、ホームページ、スマ
ートフォン、エクセル、ワード、
パワーポイント 
月曜日～日曜日（夜間講座あり） 

場所： 川崎市産業振興会館 

受講料：10,000 円／5,000 円  ／

3,000 円 (税・テキスト代込) 

※詳細はチラシまたは電話で！ 

 

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 (公財)川崎市生涯学習財団 

【(公財)川崎市産業振興財団】 

【南部身体障害者福祉会館】 

【川崎市消費者行政センター】 

【柿生郷土史料館】  

 

 

【多摩川エコミュージアム】 

【市民ミュージアム】 

【(公財)かわさき市民活動センター】 

【川崎市多摩スポーツセンター】 

【川崎市文化財団】 

無料 

無料 

無料 

歌川国芳 
《荷宝蔵壁のむだ絵》 

嘉永元年頃 

【高津スポーツセンター】 

【なかはら水と緑の環境ネット】 

【地名資料室】 

【川崎市民プラザ】 【日本民家園】 

【中原区役所】 

  

℡ 888-3911 

夏休み子どもあそびランド 2012年 
日時：8/26(日) 10:00～15:00 

「こおり」を 3 ト 

ン使用して遊ぶコ 

ーナーや、昔遊び、 

工作、水鉄砲、缶 

バッジ、絵本の読 

み聞かせ、ゲームコーナーなどいろ

いろな「あそび」があります。 

費用：無料(材料費がかかるものがあります) 

℡ 541-3910 

夏休み！赤い鼻ワークショップ 
クラウン(ピエロ)の世界を体験

してみませんか？シニア、親子での

参加もＯＫ!! 

日時：8/3(金)、10(金)、24(金) 

   10:00～12:00 (全 3 回) 

会場：幸市民館体育室 ほか 

対象：小学生以上の関心のある方 

 ※小学 3 年生以下は保護者同伴 

定員：20 人 7/15(日)10:00 から先着順 

参加費：無料(材料費等 900 円自己負担) 

多文化フェスタさいわい 参加者募集！ 
開催日：9/15(土)10:00～16:00 

申込：応募用紙記入 7/20(金)必着 

｢多文化コンサート｣整理券配布 
在日コリアン二世歌手のコンサ 

ートを行います。 

コンサート日時： 

9/14(金)15:00～17:00(14:30 開場) 

会場：幸市民館大ホール 

出演：李政美、竹田裕美子(ピアノ) 

整理券配布：7/27(金)10:00～先着５００枚 

【宮前市民館】  

 

プラザ大師 ℡266-3550 
子どもの科学実験教室 
日時：7/22(日)、29(日)、31(火)、

8/25(土)、9/1(土)(全 5 回) 

   10:00～12:00 

対象：市内小学校 4 年生以上の子ども 

定員：15 人 

費用：800 円(材料費 全 5 回分) 

申込：往復はがき 7/15(日)必着 

   締め切り後抽選 

夏休みこども映画会 
日時：7/25(水)11:00～12:00、15:00～16:00 

    8/22(水) 11:00～12:00、15:00～16:00 

定員：各回 100 人 会場：学習室 

申込：7/14(土)10:00 から整理券配布 

夏休みおはなしまつり 
日時：8/3(金)13:00～15:00 

℡587-1491 

加瀬山で遊ぼう 2012夏 

日時：7/30(月)10:00～12:00 

会場：夢見ヶ崎動物公園慰霊塔側の広場 

定員：50 人程度 

(小学 2 年生以下 

は保護者同伴) 

参加費：1 人 100 円 

申込：7/15(日)から先着順 

地域の歴史を学ぼう！ 
夏休み自由研究講座 

日時：8/10(金)9:30～11:30 

会場：日吉分館 他 

定員：3 コース各 30 人程度(小 3 以上) 

申込･問合：7/15(日)から 7/31(火)ま 

で電話で受付。※保険料 50 円 

【幸市民館】 

【幸市民館日吉分館】 

【教育文化会館 
大師分館】 

【明治大学理工学部】 

「片庭村絵図」 

加瀬山周辺

の歴史 


