
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
第 2回郷土理解講座 
いざ、鎌倉！郷土の武将を語る 

～生田枡形城主稲毛三郎重成の生涯～ 
日時：12/11(水)13:30～15:30 

講師：小川信夫 氏 (演劇作家) 

定員：60 人 申込先着順 

参加費：無料 
申込：11/10から電話、Fax、窓口で受付 

青少年の家                 044(888)3588 

人形劇鑑賞会『さんまいのおふだ』 
人形劇団「オフィスやまいも」 

日時：12/20(金)10:30～11:30 

対象：川崎市内在住あるいは在学の 

小学校3 年生以下(保護者同伴) 

定員：150名 申込先着順 

申込：11/8(金)から電話で受け付け 
 

 

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 
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※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。 

ＫＳＪ 

昨年の子ども理科実験教室の様子 

 

稲毛三郎重成像 

平成 25 年度 第 3 期 健康・体力づくりスポーツ教室 
 

 

 

 

■ 申込方法：往復はがき(教室ごとに 1人 1枚)に次の事項を記入 ①受講を希望する教室名 ②名前(ふりがな)  

③性別・年齢 ④〒・住所 ⑤℡・Fax  ※ 返信用はがきには住所・名前を明記してください。 

■ あて先：〒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 スポーツ教室担当      

■ 応募締切：平成 24年 11月 15日(金)必着。応募者多数の場合は抽選とします。 ■問合せ ℡733-6626 

■ 受講料払込等：抽選結果と合わせて平成 24年 11月 18日(月)以降に郵送します。    

 

 

 

教室名 定員 開催期間 曜日・(回数) 時間 受講料(保険料含む)

ストレッチ健康体操教室 25人 12/11(水)～3/19(水) 水曜日(全12回) 15:40～16:40 ８，４００円

たのしいフラダンス教室 25人 12/12(木)～3/20(木) 木曜日(全12回) 10:00～11:15 ８，４００円

リズム＆ストレッチ体操教室 25人 12/13(金)～3/ 7(金) 金曜日(全1０回) 10:00～11:15 ７，０００円

かわさき市民アカデミー 
開学２０周年記念 フェスタ’13 

  毎年恒例となっている「かわさき市民アカデミーフェスタ」、今年は、開学２０周年記念として開催い

たします。ぜひ、ご家族・お友達とご一緒にお越しください！  
日 時:2013 年 12 月 14 日(土)  10 時～16 時 

:2013 年 12 月 15 日(日)  10 時～16 時 
 

内 容:子ども理科実験教室・朗読会・展示・模擬熟議 

省エネ体験コーナー・フェスタ Deコンサート 
中原区文化協会ブース・フリーマーケット・Ｃａｆｅなど  

１２月１４日（土） １３時 30 分～１５時００分    

記念講演『環境革命の時代に』東京農業大学客員教授 涌井史郎氏 

１２月１５日（日） １３時００分～１４時２０分 

開学２０周年記念シンポジウム 

第 1 部 基調講演 

『大学に未来はあるか？―新たなる千年紀に』東京大学教授 吉見俊哉氏 

第 2 部 パネルディスカッション 

会 場：川崎市生涯学習プラザ  中原区今井南町 514-1 

問合せ：044-733-5590  NPOかわさき市民アカデミー 

ホームページ：「かわさき市民アカデミー」で検索 

 

 

         

昨年の子ども理科実験教室の様子 

  

日程 :１２月１日(日) 10:00～15:30   会場 : 川崎市子ども夢パ－ク 
内容                   交通 : JR 南武線津田山駅下車 徒歩 5 分 

第１部 子どもの参加と意見表明                        ℡ 044-811-2001 
・オ―プニングダンス 

・川崎市子ども会議からの活動紹介 

・子ども夢パ－ク１０周年のあゆみ など    
 

第２部 記念コンサート 
「世界中のこどもたちが」 

   出演：新沢としひこ氏 

       山野さと子氏 

第３部 夢パ・フェスタ 祝！１０周年 

 ・ＫＵＪＩＲＯＣＫ
ク ジ ロ ッ ク

（音楽ライブ） 

 ・ミニ子育て講演会 講師:柴田愛子氏（りんごの木） 
 ・遊びブースや工作等のワ－クショップ 

 ・シーバルク（巨大なバルーンの中で遊ぼう） 

 ・展示コーナー、模擬店 

問合せ: 市民・こども局人権・男女共同参画室  

℡044-200-2344 Fax 044-200-3914 

 

参加方法 

・当日自由参加 

・入場無料 

(手話通訳のみ事

前申込みが必要で

す。11/21までに Fax

または電話で申し

込んでください) 

 

川崎市子ども夢パ－クは、『川崎市子どもの権利に関する条例』に基づき、 

それを具現化するための施設として 2003 年にオープンしました。2013 年
の今年、10 年を迎えることに伴い、その設置の目的を多くの人に知っても
らう機会として、「かわさき子どもの権利の日のつどい」と共催で「子ども
夢パーク 10 周年記念フェスタ」を開催します。 

 

11/2（土）～12/1(日)の期間に、 
人権啓発ラッピングバスが走ります。 

 
 
 
 
 
 
 

 

かわさき子どもの権利の日の集い 

 

「大学連携推進フォ－ラム」 

～大学や企業と連携した地域課題解決へのアプロ－チ～ 

日程 : 12/1(日)13:30～17:00 

会場 : 川崎市産業振興会館 4階企画展示場 

内容 :・大学や企業の地域貢献活動の紹介 

    ・大学･専門学校による公開講座の開催 

    ・学生が開発したスイーツの配布 

参加費 : 無料  

申込：事前申込不要 

問合せ: 総合企画局企画調整課 ℡044-200-2027 

 

▲公開講座の体験 

(ノンアルコ－ル 

カクテルづくり) 

「地域日本語ネットワ－クのつどい」 
日本語学習支援とボランティア 

～地域の外国人とどう向き合うか～ 

日程 : 11/30(土)13:00～16:00  

会場 : 川崎市教育文化会館 第１.２.３学習室 

対象 :日本語学習支援に関わる活動をし

ている方、その他関心のある方。 

定員 : ８０人  

費用 : 無料  要申込  

問合せ：教育委員会生涯学習推進課  

℡044-200-3304 

 

昨年の子どもの権利の日のつどい から 

山野さと子氏 

新沢としひこ氏 

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 

定員：30 人 申込先着順 

申込：図書館カウンターまたは電話 

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) 

外国のことばと日本のことばで

絵本の読み聞かせや言葉遊びを楽

しみましょう。 

日時：11/13(水)14:30～15:10(14:15開場) 

会場：幸市民館 2 階 音楽室 

対象：3 歳以上(親子で参加可) 

定員：30 人 当日先着順 

申込：不要 

冬のおはなし会 
日時：12/4(水)14:30～15:15(14:15開場) 

会場：幸市民館 2 階 音楽室 

対象：3 歳以上(親子で参加可) 

定員：40 人 当日先着順 

申込：不要 

 

第 15 回 プラザ橘まつり 
 プラザ橘で活動中のサークルの 

作品展示や実技発表の場です。体験 

コーナー、こどものためのコーナ 

ー、図書館のリサイクル本の配布な 

どもあります。 

日時：11/8(金)13:00～16:00 

   11/9(土)･10(日)10:00～16:00 

たちばなファミリーコンサート 
2013 冬 

親子で楽しめるコンサートです。 

日時：12/1(日)13:30～14:30(13:00開場) 

定員：120 人 

参加費：無料 

申込：11/17(日)9:30～整理券配布 

1 人 4 枚まで 先着順 

 

毎月第 3 火曜日のお楽しみ 

2013 ラゾーナ寄席 
第 18 回 11/19(火)18:30～20:30 

出演：立川ぜん馬、初音家左橋、他 

第 19 回 12/17(火) 18:30～20:30 

出演：柳亭楽輔、桂米多朗、他 

入場料：2,000 円 全席自由 

※終演後、演者とお客様との交流会

あり。(別途参加費 1,500 円) 

 

 

 

  

 

 

プラネタリウム 投影時間 
平日 15:00 のみ 一般投影 

土･日･祝日 

10:30 子ども向け投影 

 12:00、13:30、15:00 一般投影 

料金：一般 400 円 

高校･大学生、 

65 歳以上 200 円 

 中学生以下無料 

※川崎市在住の 65 歳以上の人は、

「福寿手帳」持参で無料 

11 月の予定 

一般投影 

「大注目！アイソン彗星がやってくる」 

子ども向け投影 

「ほうき星とたいようけいたんけん」 

 

川崎市立図書館 読書普及講演会 

『今ここで生きているということ』 
講師：山田太一 氏（脚本家） 

日時：12/4(水) 

18:00～20:00 

会場：高津市民館大ホール 

定員：600 人 申込先着順  

参加費：無料 

申込：11/8(金)10:00 から 

 各図書館･分館･閲覧所カウンタ

ーで整理券を配布。中原図書館で

は電話でも受け付けます。 

(１人 4 枚まで) 

 

民家園まつり～無料開園日～ 
日時：11/3(日) 

歌舞伎 13:30～14:45(開場 12:30) 

「絵本太功記二段目 本能寺の場」など 

観覧料：500 円 (10:30 から正門で

観覧券販売 1 人 2 枚まで 先着順) 

定員：着席券 370 人、立見券 30 人 

むかし遊び 11:00～12:00、13:00～15:00 

 民具着用体験、竹馬、はた織りなど 

お正月を遊ぶ 
 着物の方は当日入園無料。 

日時：1/4(土) 

・餅つき(10:00 から山 

下家前で整理券配布) 

・獅子舞(13:30～14:20） 

・むかし話・お正月遊び 

・お正月展示 

 

 

講演会 

地域の絆と安心・安全の生活 
～都市コミュニティを考える～ 
日時：11/16(土)14:00～16:00 

定員：200 人 当日先着順 

参加費：無料 申込：不要 

 

段ボールシェルターについて 
 開発の経緯などについての講演

と組み立て講習 

講師：工学院大学 鈴木敏彦教授 

日時：12/14(土)10:00～12:00 

定員：30 人 申込先着順 

受講料：無料 

申込：11/15(金)から電話、Fax、窓口 

市民活動はじめのいっぽ 
日時：11/9(土)16(土)30(土)12/8(日) 

   14(土) 14:00～15:30 

定員：30 人 申込先着順 

受講料：無料 

申込：電話、Fax、窓口 

 

やさしい日本語研修会 
日時：H26.1/18(土)25(土) 全 2 回 

   17:00～19:00 

対象：両日出席できる方 

定員：30 人 申込先着順 

参加費：無料 

申込：電話、Fax、メール、窓口 

魅惑の音楽紀行コンサート 
①ベトナムの民族楽器と歌が奏でる風景 
民族楽器の体験ができます 

日時：11/16(土)15:00～17:00 

前売券：一般 1,000 円小中高校生 500 円 

②歌が紡ぐフラメンコの世界 
 若手第一人者のフラメンコ舞踊あり 

日時：H25.1/11(土)15:00～17:00 

前売券：一般2,000 円小中高校生1,000 円 

①と②のセット券は 2,500 円(一

般のみ)、当日券は残席がある場合

のみ各プラス 500 円。 

 

第 44 回カルチャーセミナー 

シンポジウム 麻生の氏族を語る 

「麻生の鈴木氏」 
～他氏族とのつながりもわかってくる～ 
日時：11/24(日)13:30～ 

内容：鈴木さんのルーツを知り、古

代麻生の姿をイメージする 

参加費：無料 申込：不要 

 

カワサキ・シティ 
日本を牽引する街 

日程：～12/15(日) 

観覧料：一般 800 円、 

65 歳以上・大学・ 

高校生 600 円、 

中学生以下無料 

2013 川崎フロンターレ展 
日程：12/14(土)～2014 年1/13(月･祝) 

観覧料：一般 300 円、65 歳以上・

大学・高校生 100 円、中学生以下

無料 

 

QUARTET
カ ル テ ッ ト

 SISLEY
シ ス レ ー

 コンサート 
太郎の愛したクラシックⅡ 

北代省三と実験工房 
 岡本太郎の生誕100年を記念した

楽曲を作曲、演奏した弦楽四重奏団

によるギャラリーコンサートです。 

日時：11/24(日) 

15:00 開演 

料金：入場無料 

申込：不要 

 

市民自主企画事業 

とくべつおはなし会 
 2～3 才から楽しめる「おと絵が

たり」による影絵を行います。 

日時：12/4(水)14:30～15:30 

定員：100 人 申込先着順 無料 

申込：11/19(火)10:00～整理券配布 

市民自主企画事業 

プラザ大師まつり 
 プラザ大師で活動しているサー

クルや団体の日頃の学習成果の発

表の場、地域の人との交流の場で

す。作品展示、古本市もあります。 

日時：11/16(土) 17(日)  

※17(日)14:00～15:00 の「プラザ大

師まつりコンサート」は整理券を発

行します。事務所窓口にて 無料 

11/1(金)10:00～ 先着 100 人 

シニアの社会参加支援事業 

ブッククラブ(読書会)で始めよう 
日時：H26.1/15(水)～3/12(水) 隔週 

   19:00～21:00 全 5 回 無料 

対象：市内在住、在勤 

定員：20 人 申込先着順 

申込：12/3(火)10:00～電話、窓口 

 

ママ骨盤エクササイズ 
日時：毎週月曜日(祝日･休館日を除く) 

11:30～12:15 

対象：18 歳以上 

定員：10 組 

受講料：500 円 

申込：当日 

 

ゼロから楽しむ 

アメフト観戦講座 
日時：11/23(土)12/7(土)14(土)全 3 回 

   10:00～12:00 

12/16(月)「JAPAN X BOWL」 

決勝戦観戦（東京ドーム） 

会場：麻生市民館、麻生スポーツセンター 

対象：市内在住、在勤、在学 

定員：20 人 申込先着順 

受講料：無料(但し 12/14 の保険料

100 円は自己負担) 

申込：麻生市民館へ電話で申込み 

℡ 951-1300 

 

よりそい地域おこし講座② 

よりそいボランティアを 
始めませんか？ 

日時：①11/22(金)10：00～16：00 

 ②11/25(月)～28(木)午後 

選択プログラムから1つ以上選択 

③11/29(金)10:00～16:00 

①②③を受講する 

定員：20 人 申込先着順 

受講料：無料 

申込：電話、Fax、窓口 

締切：11/21(金)  

天体観望会 
日時：11/9(土)18:30～20:00 

参加費：無料 

※小学生以下は大人と同伴で参加 

音楽交流サロン奏(かなで) 
日時：毎月第２･第 4 木曜日 

13:30～15:00（11/14,28） 

参加費：無料 どなたでも！ 

申込：不要 

 

かわさき幸・血管フォーラム 

動脈硬化と心臓病・脳卒中 
～最新治療と予防について～ 
日時：11/16(土)9:40～11:45 

会場：川崎市産業振興会館 1Fホール 

定員：478 人 受講料：無料 

申込：不要 

 

インターネット安全教室 
～パソコンや携帯電話で思わぬト

ラブルに巻き込まれないために～ 

日時：11/7(木)10:00～12:00 

会場：てくのかわさき 

定員：60 人 申込先着順 

参加費：無料 

申込：NPO 情報セキュリティーフォーラム 

(℡045-311-8777)へ 11/6(水)締切 

 

ボランティア･市民活動団体のための 

パワーアップセミナー 

活動を伝えるコツ 
日時：11/16(土)13:30～16:30 

会場：川崎市総合福祉センター 

(エポックなかはら) 

定員：30 人 申込先着順 

参加費：500 円 

申込：電話、Fax、メール 

かわさきボランティア・市民活動フェア 

～ごえん楽市～ 
日時：H26.1/25(土)10:00～16:00 

参加：無料 申込：不要 

内容：市民活動団体の活動紹介パネ
ルの展示や体験コーナー、フリー
マーケット、東日本大震災関連の
企画など 

 

 
 

パソコン講座 
講座名：【新】初心者向けタブレッ

ト、初心者向けパソコン講座、ホ

ームページ、エクセル、ワード、

パワーポイント、アクセス初級 

日程：月曜日～日曜日(夜間講座あり) 

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！ 

 

指導者研修 

日本赤十字社 
救急法救急員養成講座 

日時：H26.1/18(土)19(日)25(土) 

   9:00～17:00 

対象：神奈川県在住･在勤･在学 

満15歳以上で全3日間受講できる人 

定員：20人(応募者多数の場合は抽選)  

受講料：無料 教材費：3,000 円 

申込：12/1(日)受付開始 

往復はがきで申込 1/6(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 

【川崎授産学園】    
℡954-5011 Fax954-6463 

 
【国際交流センター】 

℡435-7000 Fax435-7010 
 

【幸図書館】      ℡541-3915 
 

【教育文化会館田島分館】 
℡333-9120 Fax333-9770 

 

【ラゾーナ川崎プラザソル】  ℡874-8501 

【川崎幸病院】    ℡542-7007 

 

【かわさき宙(そら)と緑の科学館】 
℡ 922-4731 

 

【中原図書館】    ℡722-4932 
 

【川崎市市民スポーツ室】 ℡200-2257 
 

イベント情報  

講座情報  
【教育文化会館大師分館】℡266-3550 
 

【市民ミュージアム】℡754-4500 

 

【日本民家園】   ℡ 922-2181 

 

【高津スポーツセンター】 ℡813-6531 
 

【柿生郷土史料館】  ℡988-0004 
 

【川崎市多摩スポーツセンター】 ℡946-6030 
 

【高津市民館橘分館】 ℡788-1531 

 
 

【(公財)かわさき市民活動センター】 
  ℡430-5566 Fax430-5577 

 

【川崎市消費者行政センター】 ℡200-3864 
 

【岡本太郎美術館】  ℡900-9898 

 

【(公財)川崎市産業振興財団】 
   ℡548-4121 

 

【総合自治会館】   ℡733-1232 
 

昭和 42年(1967)頃の 
川崎駅前 

 


