
川崎市生涯学習プラザ 

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)・Fax(733-6697) 

又は来館 

受付開始：1/15(水) 9:00～ 

※応募が少ない場合は中止になることが 

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2回 かわさき文化財フォーラム  

市民活動がつなぐ文化財を活かした魅力あるまちづくり 
 

 川崎市では、文化財の保護・活用を地域全体で効果的に行い、文化財を活かした地域づく 

りを進めていきます。まちづくりや文化財の保護活用にかかわる市民活動はますます注目さ 

れ、その広がりが期待されるようになってきています。市民活動の持つ可能性をいかして、 

文化財を保存・活用しながら魅力的なまちづくりを進めるにはどうしたらよいか、ともに考 

えましょう。 

日時：1 月 11 日(土)13：00～16：00(12：30 開場) 

会場：高津市民館 大会議室 (溝の口 マルイファミリー12 階) 

定員：300 人 当日先着順  

参加：無料 ※事前の申し込みは不要です 
問合せ：川崎市教育委員会生涯学習部文化財課 
    ℡ 200-3305 

ビバ！シニア支援講演会 

人生、いつでも いつからでもスタート 
日時：2 月 19 日(水)14：00～16：00 

   13:30 受付開始 

会場：中原市民館 2 階視聴覚室 

定員：55 人 当日先着順 

参加費：無料 申込：不要 

講師：袖井孝子 氏 

(一財)シニア社会学会会長 

問合せ：川崎市生涯学習財団事業推進室 ℡733-6626 

 

生涯学習財団管理施設からのご案内 
詳しくは、当財団又は各施設のホームページをご覧いただくか、各施設に電話でお問い合わせください 

 

 

大山街道ふるさと館         044(813)4705 

ふるさと館祭り 
第2回企画展 絵とことばと花のカルチャー展 
日程：2/10(月)～16(日) 

10：00～17：00 

ふれあい子ども広場 
 ベーゴマなど昔の遊びが楽しめます。 

 日時：2/15(土)10：00～12：00 参加費：無料 

第 3 回文化講演会  
大山街道沿いの遺跡たち～地下三尺の語り部～ 

 日時：2/15(土)13：00～15：00 参加費：無料 
 定員：60 人(先着順) 申込：電話･Fax･来館 

青少年の家                 044(888)3588 

よちよち歩きの子あつまれ 
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 

◆よちよちっ子のおはなし会 

 日時：1/21(火)、2/4(火)10：00～ 定員：25 組 

 申込：電話で。2/4 の会は 1/21 から受付 

◆よちよちっ子の親子リトミック 
 日時：1/23(木) 10：00～11：30 

 参加費：1 組 200 円(保険料等として) 
申込：電話で。 

子ども夢パーク              044(811)2001   

初夢♪新春イベント 
もちつき、どんど焼き、書初め、お正月なら 

ではの昔あそびなど盛りだくさん！ 
日時：1/12(日)11:00～15:00 

農業フォーラム  
焼き芋体験、食育コーナー、トラクター広場など、子

どももおとなも楽しみながら体験ができます。 

日時：1/25(土)11：00～14：00 雨天中止 

おさがりバザール週間 
着られなくなった子ども服を無料でお譲りしています。 

日程：1/20(月)～26(日) 

親子でもっとあそぼう会  

 乳幼児親子対象、プレーパークで遊びます。 

毎月第 2･4 水曜日 10：30～13：00 

1/22(水) すいとんづくり ※実費 50 円ほど 

おはなしおはなしパーク 
 1/ 9(木) 11：00～ 荒木さんの読み聞かせ 

1/20(月) 11：00～ 中野さんの読み聞かせ 

つくりつづける会(利用者懇談会) 

夢パークの利用者が集まり、各団体との情報交換や夢
パークからの報告等を行っています。 

1/18(土)、2/22(土)13：30～ 

 

 

詳しく知りたい方を対象に、アカデミーの概要、受講手続きの説明をします。 

説明会の参加費は無料、事前の申し込みも不要です。(いずれの会場も 10：00 開場です) 

 

【問合せ】 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 
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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 

受講料
教材費

2,500円

2,000円

2,500円

実費

2,500円

2,400円

2,500円

1,800円

2,500円

実費

2,500円

2,000円

ガラス
アクセサリー

講座・教室名 日程 時間

ワインを気軽に
楽しむ2

風景写真教室

初歩の切り絵
第1ステップ

たのしい書道

アロマテラピー
2/18･25、3/4
火曜日 全3回

2/8･22、3/8
土曜日 全3回

2/6･13･20
木曜日 全3回

2/13･20、3/6
木曜日 全3回

2/7･21、3/7
金曜日 全3回

2/18･25、3/4
火曜日 全3回

14：00～
15：30

14:00～
16:00

10：00～
12：00

9：30～
12：00

13:30～
15:00

10：00～
12：00

20人

20人

定員

20人

20人

20人

20人

月日 2月4日(火) 2月5日(水) 2月6日(木) 2月7日(金)

会場
麻生区役所4F

第3会議室

中原市民館2F

第2会議室

高津市民館12F

第6会議室

ミューザ川崎4F

研修室2・3

時間 10：30～12：00 10：30～12：00 10：30～12：00 10：30～12：00

ホームページリニューアルとメールマガジン配信開始のお知らせ 
 （公財）川崎市生涯学習財団では、ホームページの「講座・イベント 

情報」のページを全面リニューアルしました。川崎市内で開催される講座やイベントを、各月ごとジャンル

別に掲載しています。情報掲載ご希望の施設及び川崎市関連団体の方は、当財団ホームページから講座・イ

ベント記入シートをダウンロードして、お申込みください(無料)。  http://www.kpal.or.jp/  
                       メールマガジンの配信もスタートしました。 

ホームページから登録してご利用ください。 
 

企画案をお寄せください！ 
教育文化会館、各市民館・分館では、平成 26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。地域や暮らしの問題解決に向けた講座

やイベントで、提案者は、市内で活動をしているグル

ープか市内在住在勤在学の個人が対象となります。各

館で説明会・企画提案会を開催いたしますので、関心

のある方は各館へお問い合わせください。 

教育委員会生涯学習推進課 ℡200－3304 

 

新年、明けましておめでとうございます 

安藤家長屋門 

柿生郷土史料館 

川崎市文化財保護推進 
キャラクター 

シッシー君 

プログラム 

基調報告 川崎市文化財保護活用計画の策定に向けて 

基調講演 「市民活動と文化財を生かしたまちづくり」 

 講師：塩見寛 氏

 

市内活動団体の事例紹介 

・安藤均 氏(武蔵中原観光協会) 

・石井よし子 氏(里山フォーラム in麻生) 

・久保倉良三 氏/板倉敏郎 氏(柿生郷土史料館) 

パネルディスカッション 

 コーディネーター：塩見寛氏、三浦卓也氏 

(マヌ都市建築研究所主席研究員) 

 

http://www.kpal.or.jp/
http://www.kpal.or.jp/
http://www.fuw-an.com/garasu/inaba/list-three-pierce.html


 

 

 

 

 

 

 

川崎市教育委員会連携事業 

国際交流会 
～世界のことばで自己紹介～ 

日時：1/25(土)14:00～16:00 

(13:30 受付開始) 

定員：50 人 申込先着順 

※小学生以下は保護者同伴 

参加費：無料  

申込：電話･Fax･来校 

 

毎月第 3火曜日のお楽しみ 

ラゾーナ寄席 2014 
1 月 左橋＆米多朗揃い踏み！ 

新春寄席＆ラゾーナ大喜利 

日時：1/21(火)開演 18:30(18：00開場) 

出演：初音家左橋、桂米多朗、 

林家たけ平、三遊亭わん丈 

2 月 

日時：2/18(火)開演 18:30(18：00開場) 

出演：金原亭馬の助、初音家左橋、 

   春風亭ぴっかり、古今亭きょう介 

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) 

 

かわさき巡回平和展 
・多摩区役所   1/15(水)～21(火) 

・宮前区役所   1/27(月)～31(金) 

・高津区役所   2/10(月)～14(金) 

・幸区役所    2/17(月)～21(金) 

・市役所第3庁舎  2/24(月)～28(金) 

・中原区役所   3/3(月 )～ 7(金 ) 

・麻生区役所   3/10(月)～14(金) 

川崎大空襲記録展 
～私たちのまちに｢空襲｣があった～ 

日程：3/8(土)～5/6(火･祝) 

 

気軽に音楽を楽しめるお昼のひととき 

日時：1/22(水) 12:10～12:40 

参観：無料 

出演：箏アンサンブル 

♪初春の調べ♪ 

 

おとなのためのおはなし会 
日時：1/29(水)10:30～12:00 

会場：宮前市民館 和室 

定員：60 人 申込：不要 

 

 

つくろうよコンサートvol.11 
日時：2/2(日)14:00 開演(13:30 開場) 

定員：1,000 人 当日先着順 

参加費：無料 

 

第 2 回ジュニアカルチャーセミナー 

地域の方々と伝統竹細工を作ろう(2) 
日時：1/19(日)10:00～(2～3 時間) 

内容：竹トンボ･かざぐるま･竹笛他 

参加費：無料 申込：不要 

 

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(10:15開場) 

会場：幸市民館 2 階 和室 

定員： 30 人 当日先着順 

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
＆OB 選手によるおはなし会 
日時：1/25(土)14:00～15:00 

会場：幸市民館2階 第2･3会議室 

対象：3 歳～小学3 年生および保護者 

定員：60 人 申込先着順 

申込：1/11(土)9:30～整理券配布 

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(14:45開場) 

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 

 

企画展示 

五箇山－重要文化財･旧江向家住宅－ 
日程：1/4(土)～5/25(日) 

講座｢古民家の話―民家の屋根｣ 
日時：2/15(土)22(土) 全 2 回 

   13:30～15:30 

対象：高校生以上 定員：30 人 

参加費：1,500 円 

申込：往復はがき 2/3(月)必着 

大和なでしこ入門講座 
①②着付け③香道④茶道 

日程：①2/2,②2/16,③3/2,④3/16 

各日曜日 10:00～12:30 

対象：高校生以上の女性 

定員：各回 20 人 

参加費：各回3,000円(2回目以降2,000円) 

申込：電話･メール 

締切：①1/21,②2/4,③2/18,④3/4 

 

 

 

グット「けんこう」な毎日へ！ 
～かしこい消費者連続講座～ 

第 1 回 

実は知らない!?食品表示のホント 
日時：1/23(木)10:00～11:50 

第 2 回 

身近に潜む｢キケンな肥満｣とは 
日時：1/30(木)10:00～11:50 

第 3 回 

｢薬｣｢サプリメント｣正しい利用のススメ 
日時：2/6(木)10:00～11:50 

各回共通 

会場： てくのかわさき 2 階  

対象：市内在住・在勤・在学 

定員：各回 60 人 申込先着順 

受講料：無料 

申込：電話 

申込先：サンキューコールかわさき

℡200-3939 

詳細は HP 等でご確認ください。 

 

 

正しいからだケア＆エクササイズ 
日時：1/16(木)10:00～11:30 

対象：市内在住･在勤の40歳以上の女性 

定員：15 人 申込先着順 

受講料：1,000 円 

申込：電話･Fax･ホームページ 

楽しい俳句入門 
日時：1/18(土)、2/1(土) 全 2 回 

   14:00～16:30 

対象：市内在住･在勤･在学の方優先 

定員：15 人 申込先着順 

受講料：2,000 円(教材費1,000円含む) 

申込：電話･Fax･ホームページ 

シニア向け 

自分スタイルの旅の楽しみ方 
日時：2/1(土)13:30～15:00 

対象：市内在住･在勤･在学のシニア 

定員：20 人 申込先着順 

受講料：無料 

申込：電話･Fax･ホームページ 

 

 

入門手話講習会 
～初心者向け手話講習会～ 

日時:2/6(木)～3/13(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･電話･Fax･来館 

1/20(月)必着 

 

第 3 回キッズ TARO 展 
日程：1/13(月･祝)まで 

 9:30～17:00 

 (入館は 16:30 まで) 

企画展関連イベント 講演会 

「北代省三とグラフィック集団」 
日時：1/11(土)14:00～ 

定員：60 人程度(当日先着順) 

参加費：無料(企画展観覧料が必要) 

申込：不要 

常設展｢岡本太郎とオリンピック｣展 

日程：1/17(金)～4/6(日) 

料金：一般500円、高大学生･65歳以上300円、 

中学生以下無料 2/8から企画展観覧料になります 

 

2013 川崎フロンターレ展 
日程： 1/13(月･祝)まで 

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 

昔のくらし今のくらし2014 
日程：1/25(土)～3/30(日) 

観覧料：無料 

第 47 回かわさき市美術展 
日程：2/8(土)～2/22(土) 

観覧料：無料 
 

 

かわさきマイスターに学ぶ 

本格ソーセージ作り体験教室 
日時：1/19(日)10:00～13:00 

対象：1歳から未就学児までの子を持つ親 

定員：24 人(応募者多数の場合は抽選) 

受講料：2,500 円(保育希望の方は子

ども 1 人につき別途 500 円) 

申込：電話･Fax 1/10(金)17：00締切 

かわさきマイスターに学ぶ 

本格革張り椅子製作教室 
日時：2/1(土)10:00～13:00 

対象：川崎市民 

定員：20 人(応募者多数の場合は抽選) 

受講料：4,500 円 

申込：電話･Fax 1/24(金)17：00締切 

MOS 資格試験対策講座 
日程：2/11(火)～3/21(金) 全 12 回 

  毎週火･金曜日 18:30～20:30 

定員：15 人(申込先着順) 

受講料：18,000 円 

(テキスト代別途 2,000 円) 

申込：電話･Fax 

 

  
 

特別支援教育ボランティア
養成講座 

日程：2/1(土)～ 22(土)毎週土曜日 

時間：10:00～11:30 全 5 回 

13(木)のみ 9：20～10：50 

会場：川崎市生涯学習プラザ 

川崎市立住吉小学校 

定員：20 人(応募者多数の場合は抽選) 

受講料：無料 

申込：Fax･往復はがき 1/17(金)必着 

 

 

2013国際文化理解講座 

フラメンコ舞踊と歌で 
スペインを学ぼう 

日時：1/24(金)2/14(金)28(金) 全 3 回 

   10:00～12:00 

対象：フラメンコ初心者 16 歳以上 

定員：50 人(申込先着順) 

受講料：全 3 回 2,500 円(各回ごと

1,000円、残席があれば当日1,200円) 

 

生涯学習相談ボランティア入門講座 
日時：1/17(金)～2/28(金)(2/14 除く) 

  10:00～12:00 全金曜日 6 回予定 

定員：20 人 申込先着順 

受講料：無料 申込：電話･来館 

子どもの育ちを支える親子遊び 
日時：2/15(土)10:00～12:00 

対象：2 歳までの子どもと保護者 

定員：20 組 申込先着順 受講料：無料 

申込：電話･来館 

 

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 

仲間づくりのコツ 
日時：1/18(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)6F 研修室 

定員：30 人 申込先着順 

受講料：500 円 

申込：電話･Fax･メール 

平成 25 年度 

かわさきボランティア・ 
市民活動フェア 

日時：1/25(土)10:00～16:00 

会場：中原市民館・市民活動センター 

内容：市民活動団体のパネル展示、
体験・相談コーナー、作品展示販
売、フリーマーケットほか 

 

 

 

 

 

朗読ボランティア入門講習会 
日程：2/15(土)～3/15(土) 全 5 回 

   10:00～12:00 毎週土曜日 

対象：市内在住･在勤･在学で初心者 

定員：20 人(応募者多数の場合は抽選) 

受講料：無料（教材費なし） 

申込：電話･Fax･来館 2/8 締切 

 

平成 25 年度家庭教育支援講座 

スマートフォンと子どもたち 
～LINEの危険性について考える～ 

日時：2/15(土)14:00～16:00 

会場：麻生市民館 大会議室 

定員：150 人 申込先着順 

参加費：無料 

申込：電話･Fax･来館 

食の達人から学ぶ岡上 
～地域人養成講座～ 

日程：2/6(木)～2/27(木) 毎週木曜日 

10:00～12:00 全 4 回 

対象：概ね 50 歳以上で全回参加できる方 

定員：12 人 (抽選) 

受講料：無料(材料費実費 1,500 円) 

申込：ハガキ 1/23(木)必着 

 

点字入門講座～点字から、広がる世界～ 
日程：2/10～3/17 毎週月曜日 

   10:00～12:00 全 6 回 

定員：25 人 受講料：無料 

 (テキスト･点字器代の実費 1,610 円) 

申込：往復はがき 1/31(金)必着 

※当事者講演・実技あり 

音楽交流サロン 奏(かなで) 
日時：毎月第2･4木曜日13：30～15：00 

1/9(木)『慶・白①』 

市民企画出演者：かみむら泰一 

1/23(木)『慶・白②』 

市民企画出演者：レントラー麻生 

2/13(木)『愛・生①』 

市民企画出演者：夢外 

2/27(木) 『愛・生②』 

市民企画出演者：サホ・ヒカル 

 

 

パソコン講座
日時：月曜日～日曜日(夜間講座あり) 

対象：初心者からステップアップ希望まで 

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) 

※詳細はチラシまたは電話で！ 

 

川崎市内施設の生涯学習情報  
詳しくは、当財団又は各施設のホームページをご覧いただくか、各施設に電話でお問い合わせください 

 

川崎市内の施設で行われる情報をお寄せください。いただいた情報は、当財団ホームページ『かわさきの生涯学習情報』にも掲載いたします。 ☎ 044-733-5560 (公財)川崎市生涯学習財団 

【幸図書館】      ℡541-3915 
 

【日本民家園】   ℡ 922-2181 

 

【柿生郷土史料館】  ℡988-0004 
 

【(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 
 

【麻生市民館岡上分館】  ℡988-0268 
 

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

【平和館】      ℡433-0171 
 

【外語ビジネス専門学校】  
℡244-3111 Fax244-1166 

 

【教育文化会館】   ℡233-6361 
 

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

 

【川崎授産学園】   ℡954-5011 
 

【ラゾーナ川崎プラザソル】  ℡874-8501 

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

【てくのかわさき】  
℡812-1090 Fax812-1117 

 

【(公財)川崎市産業振興財団】 
℡548-4121 

 

【生涯学習プラザ】 ℡733-6626 
 

【(公財)川崎市生涯学習財団】 
℡733-6626 Fax733-6697 

 【岡本太郎美術館】  ℡900-9898 

 

【国際交流センター】 
℡435-7000 Fax435-7010 

 

【宮前図書館】    ℡888-3918 
 

【市民ミュージアム】℡754-4500 

 

羽
釜 

【幸市民館】      ℡541-3910 
 


