
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 

～多様なニーズに応え、情報発信力も強化します！～ 
 

1960年の開館以来多くの市民に利用され、親しまれてきた中原図書館が、

JR・東急東横線武蔵小杉駅に直結した高層ビルの 5階・6階に移転して  

オープンしました（４月２日から）。中央図書館的な機能を備えた新・中 

原図書館に、ぜひ一度足をお運びください！ 

 

 

 
 
① 好アクセス‥‥ビジネスマンのオアシス 

  JR・東急武蔵小杉駅と直結。就労・起業などに関する ビジネス支援も充実。 

知的リフレッシュサービス。9時半から 21時まで開館（土日・祝日は 17時 

まで）。エスカレーター等で５階図書館入口へ！ 

② 市民活動・生涯学習活動の支援 

  子育て・まちづくりなど地域課題解決に役立つ相談、調査などを行う 

レファレンスカウンターを設置。 

③ 誰もが使いやすい図書館 

  親子で楽しめる“おはなしのへや”やティーンズコーナー。 

障がいのある人や外国人・・・誰もが使いやすい図書館機能。 

④ ハイブリッド図書館 

  無線 LANも利用できる閲覧席、インターネット席の拡充。電子データベースなど高度な情報提供。 

⑤ 市民・地域・学校・大学・企業・との協働 

  読書のまち・かわさき事業の積極的な推進（学校図書館との連携、 

読書ボランティア育成）。各種講演会・講座・展示などに使える多目的室の設置。  

⑥ 効率的で利便性の高い図書館 

  自動書庫、自動貸出機・予約本受取コーナー、IT 化の推進による効率化・省力化・省スペース化。 

 

新・中原図書館がオープン!! 

 

“読書のまち・かわさき”にふさわしい 

新・中原図書館の誕生！ 
 

ますます 

使いやすく！ 

 

 

館内見取り図  

一般書コーナー 

児童書コーナー お
は
な
し
の
へ
や 

登録・相談カウンター 

 

貸出・返却カウンター 市民情報コーナー 

一般書コーナー 

視覚障がい者 
サポート室 インターネット・ＣＤ 

参考図書コーナー 

レファレンスカウンター 

 

 

          (公財)川崎市生涯学習財団では、今年度も『☆キラリ文化教室』を開講いたします。 

          新しい自分に出会うために、自分磨きのために、あなたも何か始めてみませんか？ 

          スタートは今！！さあ、一歩前へ踏み出しましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※ 受講料には消費税が含まれます。 

◆会場：生涯学習プラザ会議室他  ◆対象：15歳以上の方 

◆申込方法：①、②、③のいずれかでお申し込みください。 

①ハガキに次の事項を記入。受講を希望する教室名、 

名前(ふりがな)、〒・住所、電話番号 

       （宛先）〒211-0064  川崎市中原区今井南町 514-1  

川崎市生涯学習財団 文化教室 宛  

      ②直接プラザの窓口で (申込書は、窓口または財団のホームページでダウンロードできます) 

③電話やファックスで ☎ 733-6626 FAX 733-6697 (3日以内に返信します) 

◆応募締切：４月２４日(水) 必着 抽選結果、受講料払込のご案内は、４月 2５日以降に郵送します。 

応募者多数の場合は抽選になります。また、応募者が少ない場合は中止になることがあります。 

《ご注意》受講を取り消す場合は教室開始前日の正午までに連絡をください。 

手数料を差し引いて受講料と材料費を返金します。 

また、申込者本人以外の受講はできません。 

 

 

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 

第３８号 
2013（平成 25）年 

４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。 

春号  ＫＳＪ 

受講料

教材費

4,200円

500円

4,200円

400円

4,200円

5,000円

8,000円

300円

4,200円

100円

4,200円

実費

4,200円

2,800円

4,200円

1,200円

押し花クラフト

講　座　・教 室 名 日　　程 時　間

暮らしを豊かに
楽しむ園芸

俳句入門

内　　　容

 綺麗で美味しい
 ガーデン生活テクニック！！

自然や生活を十七音で楽しむ
俳句の基礎を学びます。

たのしい書道

初めてのオカリナ

初級写真教室

テーブルで楽しむ茶道

心を届ける絵手紙

オカリナ講師
小棚木　恵美子

写真家
村松　克芳

茶道裏千家正教授
長谷川　宗江

講  師  名

園芸研究家
一杉　不二男

俳人協会会員
｢天為」同人
清水　安奈

アトリエミルフルール

主宰　有馬 千惠子

謙慎書道会
常任理事

塚越　桃香

5/22～7/24
隔週水曜日

全5回

基本練習からすぐに役立つ
実用書まで楽しく学びます。

色鮮やかな押し花でお部屋を
彩るおしゃれなインテリア

絵手紙講師
古川　はるみ

14：00～
16：00

10：00～
12：00

10：00～
12：00

13：30～
15：00

10：00～
12：00

14：00～
16：00

13：30～
15：30

10：00～
12：00

20人

20人

20人

20人    やさしい音色を奏でよう！

    散策しながら初夏の花や
    風景を　撮影します。

    テーブルと椅子でお茶を
    点てます

   温かい思いやりを割り箸を
   使って描く絵手紙

定 員

20人

20人

20人

20人

5/22～6/19
毎週水曜日

全5回

5/16～7/11
隔週木曜日

全5回

5/17～6/28
金曜日
全5回

5/13～6/17
毎週月曜日

全5回

5/28～7/16
火曜日
全5回

5/21～7/16
隔週火曜日

全5回

5/14～7/16
毎週火曜日

全9回

～旧・中原図書館と比べると～ 
 

○床面積      1.86 倍 

○最大蔵書数約45万冊 1.36倍 

○雑誌約300タイトル1.5倍 

○閲覧席20１席  1.47倍 

○児童書の数     1.3 倍   

○絵本の数      2.5 倍 

 

 

 

 

５Ｆ児童書と貸出・返却カウンター 
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℡ 922-2181 

日時：4/20(土)21(日) 

   17：00～20：00 

※開園時間延長 

料金：入園料のみ 

日時：4/29(月･祝) 10：00～15：00 

対象：小学 4 年生以上 

定員：25 人  

料金：1,250 円 

申込：4/15 締切 

日時：5/12(日) 10：00～15：00 

対象：小学 4 年生以上 

定員：20 人 

料金：1,000 円 

申込：4/30 締切 

  ℡ 541-3915 

エプロンおばさんの絵本の時間 
日程：毎月第 1・3 火曜日 

   11：00～11：30 

(祝日･休館日･学校等長期休業

期間は休み) 

対象：乳幼児 

おはなしの時間 
日程：毎月第 2･4 水曜日 

   15：00～15：30 

(祝日･休館日･学校等長期休業期

間･他の行事が重なる日は休み) 

対象：幼児･小学校低学年 

おはなし会   
日時：4/24(水)14：30～15：10 

   6/26(水)14：30～15：10 

会場：幸市民館音楽室 

対象：3 歳以上、大人も可 

定員：当日先着 40 人 (開場14：15) 

図書館たんけんツアー 
～来て、見て、さわって！もっと知り隊～ 

日時：8/7(水) 9：00～15：30 

対象：小学 4 年生～6 年生 

定員：10 組 ※ 申込制 

夏のおはなし会 
日時：8/7(水) 14：30～15：15 

   (開場 14：15) 

対象：3 歳以上、大人も可 

定員：当日先着 100 人 

 

 

 

℡ 953-4936 
～映画「父をめぐる旅」公開記念～ 

「中村正義 顔･顔」展 
開催期間：～6/2(日) 

開館日：金・土・日・祝日 

開館時間：11：00～17：00 

入館料：一般 500 円、学生 400 円 

    小･中学生 200 円 

℡ 549-2200 

わくわく実験ショー 

飛んで飛ばして楽しいでショー！ 
「飛ぶ」「飛ばす」「浮かぶ」をテーマ

に楽しく科学を学べる実験ショーです。 

日時：4/6(土)①11：00～11：50 

②14：00～14：50 

定員：各回 250 人 対象：親子 

サイエンスカフェ 

黒ラブ教授の笑いをエンタ
的、科学的にみちゃおう！ 
～笑いって何だろう？どうやって

笑いを作るのかな～ 

科学的に知って、健康にもいい！

ここだけの秘密のお話ヽ(´▽`)/ 

日時：4/13(土)①10：15～11：45

②13：45～15：15 

定員：各回 30 人 参加費無料 

対象：小学 4 年生～大人 

イベントアラカルト 

正多面体を作ろう！ 
正多面体は 5 通りあるといわれ

ています。この 5 通りを実際に作

ることで理解してみましょう。 

日時：4/13(土)①10：00～11：30 

        ②13：30～15：00 

定員：各回 40 人  参加費無料 

対象：小学３年生～中学生 

自由発想体験コース 

君のアイデアで卵をまもれ！ 
工作用紙とセロハンテープだけ

を使って、高いところから落とし

ても中に入れた卵が割れない入れ

物をつくります。 

日時：4/20(土)①10：00～12：00 

        ②13:30～15：30 

定員：各回 30 人  参加費無料 

対象：①小学 1 年生～4 年生 

   ②小学 4 年生～中学生 

 

 

かわさき多摩川博2013 ℡ 900-8386 

第9回 多摩川桜のコンサート 
日時：4/6(土)13：00～15：00 

会場：二ヶ領せせらぎ館前広場 

チアダンス・篠笛・川崎の歌姫 など 

※雨天時は二ヶ領せせらぎ館内 入場無料 

 

 

 

℡811-6631 Fax 811-6517 

日時：5/21～7/2 毎週火曜日 

   19：00～20：30 全 7 回 

対象：川崎市在住・在勤・在学 

定員：30人(応募者多数の場合は抽選) 

参加費：無料 申込締切：5/14(火) 

日時：6/7～7/5 毎週金曜日 

   18：30～20：00 全 5 回 

対象：川崎市在住・在勤・在学 

定員：20人(応募者多数の場合は抽選) 

参加費：無料 申込締切：5/31(金) 

※2 講座の申込は電話･Fax･直接来館で 

℡ 733-3333 

日時：5/12,26,6/9,23,7/14,21,8/11, 

25,9/8,22,10/6,20 日曜日 

10：00～11：30 全 12 回 

対象：親子  定員：20 人 

費用：大人 2,000 円/月、子ども 1,000 円/月 

日時：5/9,16,6/6,20,7/4,18,9/5,19, 

   10/3,17,11/7,21 木曜日 

   13：00～14：00 全 12 回 

対象：4か月から1 歳の赤ちゃんと母親 

定員：20組 費用：1組2,000円/月 

 

常設展 (通年)  ℡ 813-4705 

 「ふるさとの歴史･民俗･自然」

展として、郷土にかかわりのある

民芸品や資(史)料を展示していま

す。フロアーには溝口に生まれ育 

った陶芸家、 

濱田庄司さん 

(人間国宝第1号) 

の作品を展示 

しています。 

企画展 (年 2 回) 

 郷土史家寄贈の資(史)料の展示

(7月中旬)、地域が創出した文化の

香りにふれるカルチャー展（2月中

旬）を予定しています。 

 

ゴールデンウイークは   ℡ 811-2001 

4/27(土)～5/6(月)は毎日たき火

ができます。工具が使えます。 

5/22(水)～28(火) 
 着られなくなった子 

ども服や靴を無料でお 

譲りしています。また、着られな

くなった春･夏用の子ども服があ

りましたら、お持ちください。 

 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、だれでも参加できます。

手持ちの野球道具を持ってきてね！ 

日時：4/20(土)、5/18(土)、6/15(土) 

※ 9：00 に夢パーク集合 

〈乳幼児向け絵本の読み聞かせ〉 

1 階｢ゆるり｣で絵本の読み聞か

せをしています。 

第 2 火曜日、第 3 月曜日 11：00～ 

第 1 木曜日 11：00～ 
 
第 13回 

川崎ハーモニカ音楽祭 

日時：5/17(金)、18(土) ２日間 

    12：00 開場 12：30 開演 

会場：エポックなかはら 大ホール 

   (川崎市総合福祉センター) 

問合せ：川崎ハーモニカ協会事務局 

℡ 888-6883 伊藤英男 

 
 

℡ 888-3588 

 

 

 環境について 

楽しく体験学習 

することを目的 

としています。 

 身近な環境問 

題を実験・工作 

等を交えながら学習したり、手打

ちうどん作り・焼き芋・もちつき・ 

青少年の家フェスタに参加したり 

と盛りだくさん 

です。クラブメ 

ンバーとともに 

有意義な 1 年を 

過ごしましょう。 

対象：市内在住･在学 

小学 4 年生～中学生 

費用：全 12 回分 約 12,000 円 

申込：ハガキで 5/24(金)必着 

（申込多数の場合は抽選） 

※詳細はホームページまたはチ

ラシをご覧になるかお問い合

わせください。 

℡ 542-7007 

かわさき健康塾出張講演 
 病気や医療について知識を深

め、健康維持･増進、疾病の早期

発見･早期治療に役立てていただ

けるよう、健康講座『かわさき健

康塾』を開催しています。 

(申込み不要、参加費無料) 

 また、出張講演(無料)も実施し

ていますので、お気軽にご相談く

ださい。講演内容・日程などは電

話でご相談ください。 

℡711-6631 

第 9 回わがまち 

花と緑のコンクール 
対象：市内の家庭や地域で、花や

緑により優秀な景観をつくり出

している花壇等で、公道などから

見られる場所を対象にします。 

募集部門：1 個人部門  2 団体部門  

問合せ・応募先：4/15(月)までに、

区役所等で配布されている応募

用紙に必要事項を記入の上、写真

を貼って郵送で 〒211-0052 中原

区等々力 3-12「公園緑地協会へ」。 

 

℡ 548-4121 

講座名：ワード初/中級、エクセル
初/中級、スマートフォン、ホー
ムページ、パワーポイント、ア
クセス初級、初めてのパソコン
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  

(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！ 

 

℡ 733-9675 Fax 733-9676 

手話入門講習会 
日時：5/13～6/10 毎週月曜日 

10：00～11：30 全 5 回 

対象：川崎市在住・在勤・在学 

定員：40 人 

費用：300 円(テキスト代) 

中身館フェスティバル 
施設・活動内容を知ってい 

ただくための会館まつりです 

日時：6/1(土)10：00～14：00 

朗読入門講習会(夜間) 
日時：6/6～6/27 毎週木曜日 

   18：30～20：00 全 4 回 

対象：川崎市在住・在勤・在学 

定員：20 人 

費用：300 円(テキスト代) 

親子手話教室 
日時：7/22(月)～7/25(木) 

連続 4 日間 10：00～11：30 

対象：主に小学生の親子 

定員：40 人 

費用：1 組 300 円(テキスト代) 

 

 

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 

 

 

【青少年の家】 

多多摩川でモツゴの放流 

水鉄砲作り 

【(公財)川崎市産業振興財団】 

【日本民家園】 

℡ 813-6531  
平成 25 年度スポーツ教室 受講者募集！！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※受講料には保険料が含まれます。 
詳しくは、お問い合わせください。 

 

【高津スポーツセンター】 

教室名 日程(毎週) 時間 対象・定員 受講料

３Ｂのびのび親子体操 月曜日 11：40～12：40
1歳～就園前のお子様と

保護者（各30組）
600円

フラダンス（クプナ） 火曜日 11：10～12：10 15歳以上（35名） 500円

ＫＩＤ’Ｓバスケットボール 火曜日
(初級)　16：30～17：20

(中級)　17：20～17：55
小学生（各30名） 500円

ボクササイズ 水曜日 9：00～9：45 15歳以上（40名） 500円

フラダンス
（※保育有、1回300円）

木曜日 11：10～12：10 15歳以上（70名） 500円

太極拳 木曜日 11：15～12：45 15歳以上（30名） 500円

【中村正義の美術館】 

【大山街道ふるさと館】 

【川崎幸病院】 

【幸図書館】 

 

【中部身体障害者福祉会館】 

【北部身体障害者福祉会館】 

【子ども夢パーク】 

予約制 

無料 

予約制 

予約制 

【東芝科学館】 

【(財)川崎市公園緑地協会】 

【多摩川エコミュージアム】 

【会館とどろき】 
募集開始 
4/15(月)8：30より 


