
 
今年もフロンターレの選手による読み聞かせ(おはなし会)や選手オススメ本リスト 

(リーフレット)の配布などを行います。また、フロンターレのマスコットキャラクターたちが登場する絵本

『どくしょすき?』を作成し、10 月 13 日（日）から市立図書館全館で貸し出しを行います。 
 

人形劇団ひとみ座によるフロンターレキャラクター人形劇＆選手おはなし会  
                          ※時間や対象年齢、申込方法などの詳細は、図書 

館ホームページや実施図書館のお知らせをご覧 

ください。 

                          ※読み聞かせをする選手、OB 選手は未定です。 

フロンターレ選手が選んだ推薦図書掲載リーフレット 

「キックオフ！“読書のまち かわさき” 」vol.5 の作成･配布 
 フロンターレの選手 10 人が選んだ推薦図書 

を載せたリーフレットを市立図書館、などで配 

布します。また、市立中学校全生徒にも配付し 

ます。 

 今年のリーフレットは、選手が帯コメントで 

オススメ本を紹介しますが、それを見て本を読 

んだ人からも帯コメントを募集します。応募さ 

れた帯コメントの中から選手が大賞を選考し、 

受賞者をホームゲームに招待して、試合前にオ 
ーロラビジョンを使った授賞式を行います。 

学校図書館の施設開放 
地域の方々に学校図書館を開放し、図書の閲覧と貸し出しサ

ービスを行っています。詳細は市ホームページで。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※橘高校・栗木台小学校は図書閲覧のみできます。 

■問合せ 教育委員会生涯学習推進課 ℡ 200-3303 

 開放日当日の問い合わせは、各区市立図書館へ。 

「読書のまち」読書週間 
 10/27～11/９の読書週間 

に合わせて、市内各図書館で 

は様々な催し物が行われます。 

 ボランティアグループや学校図書館の

活動紹介の展示や、読み聞かせ・おはな

し会など、各館独自の企画で本との出会

いの時を演出しています。 

 詳細は、市ホームページや各図書館で
ご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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東海道かわさき宿交流館は、地域の方々の長年の活動を踏まえ、 

東海道川崎宿の歴史、文化を学び、それを後世に伝え、地域活動・ 

地域間交流拠点となることを目指して整備した施設です。 

 入館料無料。集会室を利用したい場合は、ふれあいネットから 

予約をしてください。 
 

【問合せ】 

川崎区役所まちづくり推進部地域振興課 

℡ 044-201-3127 

 

 

 

 

 

 

 
 

ウェブサイトは 

2014 年 1/11(土)12(日)19(日)26(日) 

13：30～15：30 

受講料：800 円 

教材費：2,000 円(保険料込み) 
 

2014 年 1/11(土)12(日)13(月･祝) 

9：30～11：30 

受講料：800 円 

教材費：3,000 円(保険料込み) 

 

 

対象：市内在住または在学の小学校 1年生～中学 3年生で、

全回を通して参加できる人 

定員：各教室 20人(応募者多数の場合は抽選) 

会場：生田中学校特別創作活動センター 

申込方法：往復はがき(往信面の裏面)に①教室名  ②参加

希望者名(ふりがな) ③性別 ④学校名・学年 ⑤郵便

番号・住所 ⑥電話番号を記入。 

※ 返信用はがきの表面に、返信先の郵便番号、住所、

参加希望者の名前を書いてください。 

※ 兄弟姉妹で同じ教室をご希望の場合は、1枚のはがき

でお申込みいただけます(抽選結果は同じになりま

す)。希望教室が異なる場合はそれぞれにお願いいた

します。 

※ 両方の教室に申し込むことができますが、その場合

は 1教室につき 1枚のはがきでお願いいたします。 

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 冬の子ども創作教室係 

問合せ：川崎市生涯学習財団 冬の子ども創作教室係  ℡733-6626  

申込締切：11/20(水)消印有効 

10/1 開館！！ 

内容 会場 日程

人形劇＆選手の読み聞かせ 中原図書館 10/13(日)

幸図書館 1/25(土)

宮前図書館 2/21(金)
人形劇＆OB選手の読み聞かせ

『キックオフ！読書のまち かわさき』vol.5 

学校名 開館曜日 開館時間

幸区 南加瀬小学校 毎週土・日曜日 11：00～15：00

井 田 小 学 校 毎週土・日曜日 11：00～15：00

下 河原小学校 隔週土曜日 9：00～13：00

西梶ヶ谷小学校 毎週土・日曜日 10：00～14：00

久 地 小 学 校 隔週土曜日 10：00～13：00

稗 原 小 学 校 毎週土曜日 9：00～13：00

土 橋 小 学 校 毎週日曜日・隔週土曜日 10：00～14：00

宿 河原小学校 毎週日曜日 10：00～14：00

南 菅 小 学 校 毎週土曜日 11：00～15：00

岡 上 小 学 校 隔週土曜日 10：00～12：00

金 程 小 学 校 毎週日曜日 9：00～13：00

宮前区

多摩区

高津区

中原区

麻生区

東海道かわさき宿交流館 

所在地：川崎市川崎区本町 1 丁目 8 番地 4 

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


 

 

 

 

 

 

大人のための朗読会 
～「聴く」読書の楽しみ～ 

日時：11/9(土)13:30～15:30 

会場：幸市民館 2 階 音楽室 

対象：大人 参加費：無料 

定員：30 人 申込先着順 

申込：電話又は来館 10/22(火)9:30 から 

おはなしワールド 
(日本語ボランティアによるおはなし会) 
日時：11/13 (水)14:30～15:10 

会場：幸市民館 2 階 音楽室 

対象：3 歳以上(大人も可)  

定員：30 人 当日先着順 

申込：不要 参加費：無料 

大人のためのおはなし会 
～耳から楽しむ 

「昔ばなし」の世界へようこそ～ 

日時：2/27(木)10:30～12:00 

会場：幸市民館 2 階 和室 

対象：大人 定員：30 人 当日先着順 

申込：不要 参加費：無料 

昔ばなしを聴こう 
(ストーリーテリング) 
日時：3/22 (土)15:00～15:45 

会場：幸市民館 2 階 和室 

対象：5 歳以上(大人も可)  

定員：30 人 当日先着順 

申込：不要 参加費：無料 

 

カフェコンサート 
日時：11/9(土)13:30～15:00 

会場：岡上分館テラス 

   (雨天時は館内) 

申込：不要 参加費：無料 

キッズゴスペル  同時開催 

公開ワークショップ  

♪リズムにのって英語で歌います！ 

日時：11/9(土)13:45 から 30 分程度 

対象：3 歳以上(親子で参加 OK) 

定員：20 人 申込先着順 

参加費：無料 申込：電話又は来館 

郷土岡上の歴史・文化継承事業 

「史・資料から学ぶ岡上の歴史」公開講座 

「岡上村の歩んだ道」 
～近世から近代への歴史～ 

日時：11/15(金)13:30～15:30 

会場：麻生市民館 大会議室 

定員：100 人 申込先着順 

参加費：無料 

申込：電話又は来館 

 

 

 

 

第20回 北身館フェスティバル 
日時：11/9（土） 

10:30～14:30 

催し物： 

ボランティアサー 

クルの紹介とミニ体験、作品展示、 

コンサート、バザー、模擬店など 

 

よちよち歩きの子あつまれ 

～芋掘り、焼き芋～ 
日時：11/8(金)10:00～ 

対象：よちよち歩きから小学校入学
前までの、幼稚園・保育園に通園
していないお子さんと保護者 

定員：150 人 申込先着順 

参加費：無料 

申込：10/10 から電話で受付 

 

 

 

 

 

開館 25 周年 

「中村正義 時の移ろい」展  
開館日：金･土･日曜日と祝日 

時間：11:00～17:00  

入館料：一般 500 円、学生４00 円、 

小･中学生 200 円、65 歳以上 300 円 

開催期間：12/1 (日)まで 

川崎市麻生区細山 7－2－8 

 

こどもゆめ横丁 
いつもの夢パークに子どもの

“街”が出現！子どもたちならでは

の楽しいお店が並びます。 

日時：11/4(月･振休)  雨天決行 

   11:00～15:00 

冒険遊び場全国一斉開催 
 毎年、全国の冒険遊び場(プレー

パーク)が一斉開催を行い、外遊び

の力と冒険遊び場の存在を広く知

らせる活動です。 

・全国一斉開催週間 

11/16(土)～11/24(日) 

・全国一斉開催の日 11/23(土) 

野球大会 雨天中止 

日時：11/16(土)9:00 夢パーク集合 

 

 

 

親子劇鑑賞会   劇団みんわ座 

「白いりゅう黒いりゅう」 
「とべないホタル」 
日時：11/2(土)13:30～(13:00 開場) 

定員：250 人 申込先着順 

参加費：1 人 500 円(5 歳以上) 

申込：電話又は来館 

 

市民自主企画事業 

みんなでかこう!クレヨンアート 
日程：11/9(土)30(土） 全 2 回 

   10:00～12:00 

対象：市内在住幼児～大人 

   2 日間とも参加できる人 

定員：幼児 15 人、小学生以上 15 人 

申込先着順 

※小学生未満の子どもは、保護者と

一緒に参加してください 

参加費：無料 申込：電話又は来館 

 

企画展 

「かたちとシミュレーション 
北代省三の写真と実験」展 

 岡本太郎と交流のあ 

った北代の多彩な創作 

活動の中から、遊びと 

好奇心と実験に満ちた 

写真の仕事に焦点をあ 

てて紹介します。 

日程：10/19(土) ～ 

1/13(月･祝) 

料金：一般 900 円,高大学生・65 歳

以上 700 円,中学生以下無料 

 

 

南身館フェスティバル 
日時：11/2(土)10:00～15:00 

   雨天決行 

催し物：施設･障がい者団体･ボラン
ティアサークルの活動紹介、施
設･作業所の製品展示販売、模擬
店、バザーなど 

 

なかはらママカフェ 
in 生涯学習プラザ 

日程：毎月第 4 木曜日 10：00～11：20 

会場：川崎市生涯学習プラザ 

対象：2 歳位までのお子さんとその保護者 

定員：15 組 当日先着順 

参加費：無料(飲食は有料) 

  

トマホークス ボディメイクヨガ 
日程：毎週日曜日 10：00～11：00 

会場：法政大学川崎保健体育棟 

(武蔵小杉、元住吉から徒歩) 

受講料：5,000 円、入会金 5,000 円 

※詳細はウェブサイトで検索して

ください。 

 

 

 

 

第 3 回川崎マリエン写真・ 
児童絵画コンクール 

テーマ：京浜臨海部の建物、風景、 

人、遊び、仕事など自由。 
応募資格：絵画：小学生以下 
     写真：制限なし 
応募規定：【絵画】Ａ３およびＢ３。
スケッチ、イラスト、水彩、クレ
ヨン、鉛筆、油彩など自由。 

【写真】Ａ４および四つ切。印画紙
プリント(データ納品不可)。カラ
ー･モノクロどちらでも可。フィ
ルム･デジタルどちらでも可。    
画像加工していないものに限る。 

・応募者本人の作品で未発表のもの。 
・公序良俗に反しなく、被写体の肖像

権や所有権に問題が生じないもの。 
・2013 年 4 月以降に制作されたもの。 
応募方法：応募票に記入して作品の
裏に貼って送付。応募費用無料。
(送料自己負担)1 人 3 点まで。 

応募期間：12/1～2014 年 1/31(必着) 
応募先：〒210-0869 川崎区東扇島 38-1 
(公社)川崎港振興協会 

 

つくろうよコンサート vol.11 
出演者＆スタッフ募集 

 2014年2月2日(日)に教育文化会

館大ホールで行われる「つくろうよ

コンサート」の出演者とスタッフを

募集します。 

【出演者】 200 人位 

対象：吹奏楽経験者  

参加費：800 円(中･高生 500 円) 

※集まって練習するのは、前日

2/1(土)と当日 2/2(日)のみです。 

【運営スタッフ】 10 人位 

2/1(土)リハーサルと 2/2(日)当日

の運営(照明、受付、記録など) 

申込：電話,Fax,はがき,直接来館 

締切：10/25(金)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・講座の情報を募集･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 

【幸図書館】      ℡541-3915 
 

【北部身体障害者福祉会館】 
  ℡811-6631 Fax811-6517 

【会館とどろき】  ℡733-3333 
 

【(公社)川崎港振興協会】 
℡287-6009  

 

イベント情報  

お知らせ  

 

 
 

高齢者フットケア教室 
日時：10/15(火)13:30～15:30 

会場：てくのかわさき 1F 

対象：市内在住 

定員：20 人(応募者多数の場合は抽選) 

受講料：無料 

申込：Fax または郵送 10/4 締切 

家庭でできるリハビリ 
日時：10/24(木)13:00～16:00 

会場：川崎市総合自治会館 ホール 

対象：市内在住 

定員：20 人 申込先着順 

受講料：無料 申込：電話又は来館 

 

親子で来て、見て、考える 
平和推進事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象：小学校高学年・中学生とその
保護者および教職員 

参加費：無料 

企画展 環境から考える平和 
日程：11/15(金)～12/18(水) 

企画展 Plus Three 

第 2 回「お金から考える」平和 

日程：12/21(土)～H26.1/31(金) 

第 3 回イラスト・写真コンテスト 

「写真を創る、平和を考える」 
日程：H26.2/7(金)～3/2(日) 

 

川崎大空襲記録展 
～私たちのまちに「空襲」があった～ 

日程 H26.3/8(土)～5/6(火･祝) 

 

 

 

【平和館】      ℡433-0171 
 

【青少年の家】     ℡888-3588 
 

【子ども夢パーク】  ℡811-2001 
 

月/日(曜) 内容

10/12(土)
いじめはどうして起こるの？
一緒に考えよう

11/9(土)
広島修学旅行実施中学校の、
平和学習の報告

12/14(土)
アジアの国々を中心に、日本
以外の国々の文化にふれよう

1/11(土)
盲導犬とユーザーの話を聞
き、盲導犬にふれよう

2/8(土)
｢平和｣をテーマとした本の読
み聞かせや人形劇の鑑賞

3/8(土)
川崎大空襲記録展と連携し、
児童生徒の研究発表会を行う

【麻生市民館岡上分館】  ℡988-0268 
 

 

 

女性起業家ビキナーズサロン 
「起業プラン作成編」 
日時：10/19(土)26(土)11/16(土) 

13:00～16:00(2 日目は～16:30) 

対象：市内在住・在勤・在学の起業

を目指す、または起業後 3年以内

の女性 

定員：15 人 申込先着順 

受講料：3,000 円  

保育： 1人 300 円/1 回 要予約 

 1 歳以上～就学前 先着 10 人 

親も元気になる、思春期・自
立期の子どもとの過ごし方 
日時：10/13(日)13:30～16:30 

対象：市内在住・在学・在勤 

定員：30 人 申込先着順 

受講料：無料 

保育：無料 要予約 

 1 歳以上～就学前 先着 10 人 

4 月から働きたい！ 
女性のための再就職支援セミナー 
日時：10/18(金)29(火)11/15(金)26(火) 

12/13(金)1/28(火) 

10:00～12:00 (全 6 回) 

対象：市内在住・在勤・在学の 4 月

頃からの再就職を希望する女性 

定員：30 人 申込先着順 

受講料：無料 

保育： 1 人 300 円/1 回 要予約 

 1 歳以上～就学前 先着 10 人 

 

街道学習講座（2 回シリーズ） 

「なるほど！歩いて楽しい大山街道」 
日程：11/13(水)27(水)(予備日 12/4) 

  両日とも 13:00 出発 

・13 日 鷺沼～荏田(約 4.2 ㎞) 

・27 日 荏田～青葉台(約 4.8 ㎞) 

定員：25 人 申込先着順 

参加：無料 保険料別途 

申込：10/10 から電話･FAX･来館で 

 

 

【大山街道ふるさと館】 ℡813-4705 
 

【男女共同参画センターすくらむ 21】 
  ℡813-0808 Fax813-0864 

 

【中村正義の美術館】℡953-4936 
 

【高齢社会福祉総合センター】 
  ℡976-9001 Fax976-9000 

 
               ストレッチルームのお教室 
 
 

 
 

 
 

 

 
詳しくは、お問い合わせください。 

教室名 日程(毎週) 時間 対象・定員 受講料

美脚＆ヒップアップクラス 月曜日 9：30～10：15 15歳以上（15名） 500円

ママ骨盤エクササイズ 月曜日 11：30～12：15 18歳以上（10組） 500円

体幹トレーニング＆
ストレッチ 火曜日 19：15～20：00 15歳以上（15名） 500円

ＫＩＤ’Ｓテーマパークダンス 水曜日 16：30～17：15 年長～小学4年生（15名）500円

サンデーコアトレーニング 土曜日 16：30～17：15 15歳以上（15名） 500円

全

教

室

当

日

受

付

【高津スポーツセンター】 ℡813-6531 
 

【川崎市市民スポーツ室】 ℡200-2257 
 

【教育文化会館大師分館】℡266-3550 
 

【南部身体障害者福祉会館】 
  ℡244-3971 Fax244-3885 

【岡本太郎美術館】  ℡900-9898 

 

講座情報  

トマホークス ボディメイクヨガ 

【中原区役所こども支援室】 ℡744-3239 
 

北代省三 
《未知のビジョン 

/飛跡一紙》1967 年 

【教育文化会館】   ℡233-6361 
 


