
〈大学連携推進フォーラム〉 

専修大学課題解決型インターンシップと、大学・専門学校によるプチ公開講座 
 

 

 

 
                     

■日時：平成 25年 2月 16日(土) 13:30～16:30 (開場 13:00)  

               ■会場：エポック中原 ７階大会議室（JR武蔵中原駅徒歩１分） 

               ■内容：Ⅰ 13：30 ～15：00 

                ◇「専修大学課題解決型インターンシップの事例報告」 

                ◇「大学が地域に果たす役割」講師：田中雅文（日本女子大学教授） 

Ⅱ 15：00 ～16：30 

◇プチ公開講座と市場スイーツの試食 

① 日本女子大学「チェアエクササイズ」 

② 外語ビジネス専門学校「カクテルづくり体験」※ノンアルコールです！ 

③ 登戸ドレスメーカー学院「シュシュ作り」＆「傘リメイク！きんちゃく袋」 

④ 日本映画大学「“テクニック講座”の上映」 

⑤ 聖マリアンナ医科大学東横病院「健康講座と血圧測定」 

⑥ 市場スイーツ試食コーナー 
 

■定数：100名(申込不要・当日先着順) ■参加費：無料 ■問合せ：044-200-2027 川崎市総合企画局企画調整課 

            

 

 家庭教育学級「心と体をつくる日本の食べ物」 
日時：1月 29日(火) 9:30～11:30 

会場：中原市民館多目的ホール  

    JR武蔵小杉駅徒歩 3分 

講師：料理研究家  土井善晴氏 

定員：100名 

主催：川崎市 PTA 連絡協議会  共催：川崎市教育委員会 

申込・問合：教育委員会生涯学習推進課 044-200-3304 

※1 月 7日(月)9:00～ 講座名の HP、または電話で受け付けます! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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

よちよち歩きの子あつまれ 
～よちよちっ子のおはなし会～ 
対象：よちよち歩きから幼稚園・保育園入園前のお子さん。 
日時：1/15(火)、2/5(火)   

いずれも10:00～ 

定員：各回25組（先着順） 

申込：1/15の会は受付中、2/5の 

会は1/15から電話で受付け 

ボランティアスタッフ募集！！ 
 川崎市青少年の家フェスタ(2013/3/10(日))の企画・運営

スタッフを募集します。詳しくはお問い合わせください。 

 

子ども夢パーク            044(811)2001  

URL  http://www.yumepark.net 

初夢♪新春イベント 1/13(日) 
 もちつき、どんど焼き、書き初め、お正月ならでは
の昔あそびが盛りだくさん。 

おさがりバザール週間 1/21(月)～27(日) 

 着られなくなった子ども服や靴を無料で譲りあって

います。ご家庭にある秋･冬物をお持ちください。 

親子でもっとあそぼう会 第2･4水曜日 10:30～13:00 

 乳幼児親子対象、プレーパークで遊びます。 

・1/23(水) 炭焼き ・2/13(水) 焼き焼き大会 

おはなしおはなしパーク (絵本の読み聞かせ) 

第 2 火曜日 11:00～/第 3 月曜日 11:00～/第 4 水曜日 14:30～ 

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

企画展 ～地域から発信する絵とことばのカルチャー展～ 

 ふるさと館で活動をしている団体の方々(絵画、絵手紙、短歌など)の作品を展示します。 

期間：2/12(火)～18(月)  時間：10:00～17:00 

文化講演会  ～御師と大山街道～ 
  日時：3/2(土)10:00～  講師：佐藤大住氏(歴史研究家) 

※詳細は、ふるさと館にお問い合わせください。 

かわさき市民アカデミー2013年度前期講座 受講生募集説明会のご案内 
 2012 年度後期講座開講中のかわさき市民アカデミーでは、初めて受講する方を対象に 

2013 年度前期講座・ワークショップの募集説明会を開催します。かわさき市民アカデミ 

ーのあらましや講座内容、受講手続きのお話もします。何か始めたいと思っている方、 

一度説明を聞いてみませんか？説明会の参加費は無料、事前の申し込みも不要です。 

 
 

詳細は NPO 法人かわさき

市民アカデミーホームペー

ジ、または受講生募集案内チ

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 ７３３－５５９０ 

 

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 

平成 24 年度シニア活動シンポジウム 

 
 

～地域貢献に向けて～ 

2 月 20 日(水) 14:00～16:00 

◆会場：中原市民館視聴覚室  

◆定員：60 人 申込不要。当日先着順。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
◆問合せ：川崎市生涯学習財団事業推進室 044-733-6626 

 

 

第３６号 

 2013（平成 25）年１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。 

無料 

冬の☆キラリ文化教室 
新しい年を迎え、気分も新たに何か始めてみませ 

んか？寒い冬でも…ゆったり楽しく自分磨き!! 

会場：生涯学習プラザ 

対象：15 歳以上の方 20人（先着順） 

申込み：電話(733-6626)または窓口で！ 

受付開始：1/15(火) 9:00～ 

※応募が少ない場合は中止になることがあります。 

 

受講料
教材費

3,000円

3,200円

4,000円

なし

3,000円

500円

定員

20人

20人

20人

10：00～
12：00

14:00～
16:00

14:00～
16:00

2/5･19、3/5
火曜日 全3回

2/13･20･27･
3/6

水曜日 全4回

2/21･28、3/7
木曜日 全3回

ベランダ園芸
「春の花壇づくり」

講座・教室名 日程 時間

押し花クラフト

初級風景写真教室
「冬の多摩川を撮る」

ＫＳＪ 

プログラム 
14：00～ オープニング とあの会の皆さん 
14：35～ シンポジウム 

シンポジスト 
 片岡 満  「川崎中原の空襲･戦災を記録する会」代表 
 佐藤元子 「とあの会」代表 
 水野憲一 「水沢森人の会」元代表 
コーディネーター 

 田中雅文 日本女子大学教授 

 

月日 2月5日(火) 2月6日(水) 2月7日(木) 2月8日(金)

時間 14：00～15：30 14：00～15：30 14：00～15：30 14：00～15：30

会場
中原市民館2階
第3・4会議室

高津市民館11階
第4会議室

ミューザ川崎4階

研修室１
麻生市民館3階
第１会議室

最寄り駅
武蔵小杉駅
徒歩３分

溝の口駅
徒歩３分

JR川崎駅
徒歩３分

新百合ヶ丘駅
徒歩3分

 

川崎市では、市内にある様々な大学・専門学校との連携を進めています。今回は、専修大学の学生が

市内の企業等と商品開発に取り組んだ事例を紹介するとともに、各大学・専門学校の公開講座が体験で

きるブースを開設します。ぜひ、遊びにいらしてください。 

 

楽しいイベントが盛りだくさん！ 

講座やイベントの提案を募集しています！ 
教育文化会館、各市民館・分館では、平成 25年度

に実施する市民自主学級・市民自主企画事業の提案
を募集しています。関心のある方は、各館で開催さ
れる説明会や企画提案会へご参加ください。 

【募集するのはこんな提案】 各館で募集案内配布中！ 

5 回～15 回の継続した講座の企画案や、シンポジ
ウム、イベント、交流会などの企画案。 
◆問合せ：教育委員会生涯学習推進課   044-200-3304 

 

新年、明けましておめでとうございます！ 

かわさき市民アカデミー 

各講座の内容は変更 
する場合があります！ 

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


 

 

 

 

 

℡733-3333 
古典芸能鑑賞会 

津軽三味線と 
けん玉パフォーマンス 

日時：1/26(土)13:30 開演(13:00 開場) 

会場：会館とどろき けやきの間 

定員：250 人(先着順) 

参加費：1 人 500 円(大人･子ども同額) 

    ※５歳未満の幼児は無料 

申込み：電話または来館にて。 

 ℡233-6361 

つくろうよコンサート vol.10 
 世代と地域を超えて集まった吹

奏楽愛好家による 1 日限りのコン

サート♪ 200 人の吹奏楽愛好家

が一堂に集結します！ 

日時：2/3(日)14:00～16:00 

   13:30 開場 

会場：教育文化会館 大ホール 

費用：入場無料。申込み不要。 

℡287-7882 

 大師河原干潟館は、毎月開催す

る「水辺の楽校」や「環境学習の

場」として人気で 

す。自然豊かな多 

摩川河口干潟を見 

に来てください。 

◆凧揚げ教室 
1/26(土)13:00～16:00 

◆野鳥と野草の観察会 
2/16(土)10:00～12:00 

◆草つみと野草の天ぷら 
3/23(土)10:00～12:00 

℡988-0004 

第 1 回実物ミニ展示会「東海道中膝栗毛」 
公開日：1/6･13･20･27(日) 

2/2･9･16･23(土) 

第 38回カルチャーセミナー 

「横穴墓の線刻画を絵解きする 
～麻生区周辺～」 

日時：2/23(土)13:30～ 

講師：村田文夫 氏(日本考古学協会会員) 

初めての古文書手習い 
実物の古文書を手に取りなが

ら、古文書解読の基礎を学びます。 

日程：2/9･23,3/10･24,4/13･27, 

5/12･26,6/15･29(土か日)全 10 回 

参加費：1,000 円(10 回の資料代) 

定員：30 人(応募者多数の場合は抽選) 

※詳細はお問い合わせください。 

 

 

℡733-6626 

ランチタイムロビーコンサート 
日時：1/23(水)12:10～12:40 

出演：アンサンブル トゥッテイ 

   Sop鈴木雅子 Ms大月多美子 

   ピアノ 大江あゆみ 

響き合うデュエットをお楽しみ
ください♪ 

℡541-3915 

おはなし会  ※会場は幸市民館です! 

日時：2/27(水)14:30～15:10 

対象：3 歳以上 (大人も可) 

大人のためのWEEKDAY SALON 
～ストーリーテリングを楽しむ～ 

日時：2/28(木)10:30～12:00 

対象：大人 

昔ばなしを聴こう 
ストーリーテリング※ 

日時：3/23(土)14:00～14:45 

対象：5 歳以上 (大人も可) 

※ストーリーテリングとは、本を使わ
ずにおはなしを直接語るものです。 

℡922-2181 

企画展示 

「白川の郷－旧山下家住宅－」 
旧山下家住宅(県重文)は、白川

村から川崎駅前に移築され、料亭
として使われた後、民家園に移築
されました。山下家寄贈のコレク
ション、料亭主人のコレクション
の一部を展示します。 

期間：1/4(金)～5/26(日) 

   9：30～16：30 

企画展示解説：1/13,2/24,3/24(日) 

14：00～14：20 山下家 2 階 

民家園講座 

「古民家の話－白川郷」 
 古民家の解説と内部見学会。 

日時：2/16・23(土)13：30～15：30 

参加費：1500 円 

定員：30 人(高校生以上) 

申込み：往復はがきで 2/4(月)締切 

         ℡222-8821 

 川崎歴史ガイド特別見学会 

「大山街道～蔵と信仰のみち～」 
開催日：2/9(土)(荒天時中止) 
定員：50 人(抽選) 
参加費：500 円 
※詳細は、区役所･図書館等で配布
予定のチラシをご覧ください。 

 

 

℡798-5000 Fax798-5005 

ジュニアテニスレッスン 
期間：3/26(火),27(水),28(木) 

対象：小・中学生 定員：各 40 人 

受講料：3,200 円(保険料込み) 

 

 

 

 

※初心者＝テニスが初めての人、
または少しだけ経験のある人。 

※初級者＝簡単なラリーが続け
られ、ボレーも少しできる人。 

申込み：往復はがきで①教室名②希
望コース③住所④受講者氏名⑤
電話番号⑥学校名･学年⑦貸ラケ
ット希望の有無  3/7(木)締切 

※抽選時は市内在住・在学を優先 

〒211-0052川崎市中原区等々力 1－3 

 

℡811-6631 Fax811-6517 
朗読ボランティア入門講習会 
視覚障害者のために、書かれた文

字を音声に直し、正確に伝える『音
声訳』の講習会です。 

日時：2/16(土)～3/16(土) 毎週土曜日 

10:00～12:00  全 5 回 

費用：無料    2/9(土)締切 

定員：20 人(応募者多数の場合は抽選) 

対象：市内在住・在勤・在学で初心者の方 

申込み：Fax または電話、直接窓口 

 

成年後見人制度に関する 
シンポジウムと市民相談会 
日時：2/3(日)  費用：無料 

会場：市民相談会  麻生区役所 10:00～ 

シンポジウム 麻生市民館 13:30～ 
問合せ：あんしんセンター ℡739－8727 

 

℡430-5566 Fax430-5577 
行ってみて 参加して つながろう 

ボランティア・市民活動フェア 
日時：1/26(土) 10:00～16:00 

会場：中原市民館 (武蔵小杉) 

市民活動基礎講座 

私のいかしどころを探す！ 
～だれもが暮らしやすい「まち」に～ 
日程：1/19･26,2/2,3/2 土曜日午後他 

会場：市民活動センター 

定員：15 人(先着順) 

参加費：1,000 円(初回集金) 

申込み：電話･Fax･メールで。 

市民記者養成講座 

～活動紹介文の書き方を学ぶ～ 
日時：2/13(水)～3/13(水) 全 5 回 

19:00～20:45 毎週水曜日 

会場：市民活動センター 

定員：30 人(先着) 参加費：2,000 円 

申込み：電話･Fax･メールで。 

 

℡＆Fax922-1025 
かわさき多摩川博 2012シンポジウム 

ふるさと多摩川 
～海から源流へ市民の輪～ 
日時:1/14(月･祝)13:00～16:30 
会場：エポックなかはら 7 階大会議室 

基調講演：進士五十八 氏 

(東京農業大学名誉教授) 

  ※入場無料・申込み不要 

 

 

℡812-1090 

リフレッシュヨガ入門教室 
日時：1/12･19･26･2/2･9 全 5 回 

   13:30～15:00 毎週土曜日  

定員：18 人(先着順) 

受講料：4,500 円(5 回分) 

かわさきマイスターに学ぶ 
革張り椅子製作教室 

日時：1/26(土)10:00～13:00 

定員：15 人(抽選）1/11(金)応募締切 
受講料：4,500 円(材料費込) 

マイクロソフトオフィス 

スペシャリスト資格試験対策講座 
日時：2/12～3/22 毎週火･金曜日 
   18：30～20：30 全 12 回 
受講料：18,000 円 
テキスト代：2,000 円 
定員：15 人(先着順) 

 

 

℡733-9675 Fax733-9676 

手話入門講習会(夜間) 
初めて手話に触れる方を対象に、

手話を基礎から学ぶ講習会です。夜

間講座ですので、お仕事帰りの方も

受講できます。 

日時：1/29(火)～3/5(火)毎週火曜日 

   18:30～20:00 全 6 回 

費用：無料 (テキスト代 300 円) 

定員：40 人 

会場：中部身体障害者福祉会館 2F 会議室 

申込み：往復はがきまたは Fax 

 住所・氏名(ふりがな)・年齢・電

話番号・FAX 番号・「手話入門講

習会希望」と記入 1/21(月)必着 

 

かしこい消費者連続講座 ℡200-3864 

目からウロコの知っとく情報！ 
ワンポイントアドバイスを専門家

が解説します！１回だけの参加も OK 
第 1回 環境にやさしい 

「エコ・クッキング講座」 
日時：1/24(木)10:30～13:30 

定員：24 人 申込先着順 

第 2回 将来に備えて 

 ～終活を考える～ 
日時：1/31(木)10:00～11:50 

定員：60 人 申込先着順 
第 3回 病気を防ぐ 

「健康な食生活」とは 
日時：2/7(木)10:00～11:50 

定員：60 人 申込先着順 
《3講座共通》 
会場：てくのかわさき 
費用：無料 
対象：市内在住･在勤･在学の方 
申込み：12/27(木) 8:00 から 

サンキューコールかわさき℡200-3939 

℡433-7773 
シニアの社会参加支援事業(入門コース) 
シニアのための生涯学習(後期) 

★地域を変えるシニアのちから 
あなたが持っている知識や経験･

技術を、自分たちの住む地域に活か

してみませんか？ 

日時：2/6(水)～3/13(水) 毎週水曜日 

   10:00～12:00 (全 5 回) 

(2/20 のみ 14:00～16:00) 

会場：中原市民館 会議室 

対象：概ね 50歳以上の方 

定員：25 人  受講料：無料 

申込み：電話･FAX･はがきまたは、

ホームページで。1/23(水)締切 

 

℡276-4800 

伽椰琴(カヤグム)10回講座 
 韓国朝鮮の古くから伝わる琴を

学びます。民謡「ア 

リラン」「トラジ」を 

弾いてみましょう。 

日時：1/16(水)～3/13(水) 

(3/10(日)ふれあいフェスタにて発表) 

会場：ふれあい館 文化交流室 

講師：姜 芳江(カン パンガン)先生 

※申込み･問合せはふれあい館へ！ 

 

パソコン講座  ℡548-4121  
 ～冬季受講者募集中～ 

講座名：ワード初/中級、エクセル
初/中級、スマートフォン(初心者
編/活用編)、ホームページ、パワ
ーポイント、初心者パソコンなど 

日時：月曜日～日曜日  
（1 日または 2 日間講座） 

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、電話またはホー 

ムページで！ 

 

℡244-3971 Fax244-3885 
入門手話講習会 

～初心者向け手話講習会～ 

日時:2/7(木)～3/14(木) 毎週木曜日 

18:30～20:30  全 6 回 

対象：川崎市在住、在勤、在学の方 

費用：無料 

定員：40 人(応募者多数の場合は抽選) 

応募方法:往復はがきに住所・氏名(ふ 

りがな)・電話番号・「入門手話講習 

会希望」と記入。または、直接来所、 

電話・Faxも可。1/28(月)必着! 

 

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。情報をお寄せください。 ☎ 044-733-5560 (公財)川崎市生涯学習財団 

【南部身体障害者福祉会館】 

【とどろきアリーナ】 

【多摩川エコミュージアム】 

【生涯学習プラザ】 

【幸図書館】 
【(公財)川崎市産業振興財団】 

 

【日本民家園】 

コース 時間

Aコース(初心者) 9：00～10：30

Ｂコース(初心者) 11：00～12：30

Ｃコース(初級者) 13：30～15：00

【ふれあい館】 

【会館とどろき】 

【教育文化会館】 

℡813-6531  
平成 25 年度定期教室 受講者募集！！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※受講料には保険料が含まれます。(チアリーディングは教材費も含む) 
詳しくは、お問い合わせください。 
 

【高津スポーツセンター】 

【(公財)かわさき市民活動センター】 

高津スポーツセンター 

【大師河原干潟館】 

【中部身体障害者福祉会館】 

【北部身体障害者福祉会館】 

【柿生郷土史料館】 

教室名 日程 時間 対象・定員 受講料
4/10～6/12 A班9:30～10:30 2･3歳児と保護者

毎週水曜日 B班10:40～11;40 各50組
4/10～6/12 小学3～6年

毎週水曜日 20人
4/11～6/13 15:50～16:50 年中～年長20人

毎週木曜日 16:55～17:55 小学生20人
4/12～6/21 小学生

毎週金曜日 15人
4/9～6/11 15歳以上

毎週火曜日 30人
4/9～6/11(火) 10:15～11:15 15歳以上

4/11～6/13(木) 12:00～13:00 各15人

6,500円

5,500円

8,000円

6,500円

親子体操教室

スポーツ能力アップ

チアリーディング

はじめてのケイキフラ

16:30～17:20

17:30～18:20

6,500円

6,500円

氣功操体教室

女性限定
安心ダイエット

20:10～21:20

【川崎市消費者行政センター】 

【中原市民館】 

【川崎市文化財団】 

【川崎市社会福祉協議会】 

【てくのかわさき】 


