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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 ☎(813)4705 FAX(814)0250 
◇第 1 回歴史探求講座 日時: ９月１３日（土）10:00～12:00 

内容 :「石造物入門パ－トⅠ」講師:横田忠夫氏（郷土研究家）

会場 : イベントホ－ル(２階) 定員:60人（先着順） 

参加費：300円（資料代含む）申込: 8/13（水）～ 電話、Fax、窓口 

◇第２回ミニふるさと発見展（ミニ企画展） 

内容 :「溝ノ口村の歴史」溝ノ口村の歴史を写真等で説明 

期間: ９月 1日～９月下旬 

  

 

 

 

 

 

 

子ども夢パ－ク ☎(811)2001 
夢パまつり２０１４ 祝 11周年 ■ 夏の恒例 水遊びスペシャル！とことんあそぼう夢パーク 

日時:7月 21日（月・祝）11:00～16:00（※18時閉所 ） 

内容: ○あおぞらシャワー○ちびっこプール○タワースライダ－○ウォータースライダー 

(着替えをご用意ください。) ○夢パ縁日「レインボー商店街」○盆踊り 等 

おさがりバザール 日時: 7月 21日（月・祝）～28日（月） 

《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。ご家庭にある夏物の子ども服や靴等が提供で

きる方は、お持ちよりください。》 

KUJIROCK2014 Summer Vol.28 日時: 7月 26日（土）※時間はお問い合わせください 

《夢パークスタジオ利用者のライブです。子どもたちが準備から運営まで行います。熱いステージをご覧下さい。》 

 

 

 

 

 

 

 

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 

☎:044-733-5560 FAX:044-739-0085 URL:http://www.kpal.or.jp E メール:stage-up@kpal.or.jp 

第４８号 

 2014（平成 26）年 7 月１日  ＫＳＪ 

※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。 

■問合せ 

①かわさき人形劇まつり 

実行委員会 ℡888-3131 
②川崎北法人会   ℡799-1791 

③多摩川吹奏楽団 上記のアドレス 

④川崎市文化財団 ℡222-8821 

⑤NPO 法人市民文化パートナーシッ
プかわさき            ℡813-1550 

⑥川崎信用金庫  ℡220-2257 

⑦ゆりがおか児童合唱団 

       ℡090-4247-7281 

⑧かわさき平和美術展 ℡877-4346 
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 夏休み時期に開催され

る各施設の企画からピッ

クアップして紹介しま

す。是非、ご参加下さい。 

ご参加ください 

日程:７/20(日)10:00～16:00 

場所: 市民プラザ 

参加費:入場バッジ 300円 

申込:電話、直接来館で 

(バッジの購入が申込 

になります) 

  

日程:７/23(水)12:15～租税教室  

       13:35～映画上映会  

場所: 高津市民館 

定員:400名  (定員になり次第締切 ) 

参加費:無料 申込:申込用紙に必

要事項を記入の上、FAX・電話で受付 

※注意:大人のみ・映画のみの

入場は不可、租税の内容は小

学生中高学年向き等 

 
 

日程: ７/27(日)   

     開場 14:00・ 開演 14:30 

場所: 多摩市民館 

参加費: 無料 

全席自由 

問合せ: public@tamasui.com 

曲目:アナと雪の女王・たなばた 他 

日程・場所: 8/5(火)多摩市民館 

  8/6(水)エポックなかはら 

両館共   1回目11:30～  2回目14:30～ 

8/7(木)  教育文化会館   1回目13:30～ 

参加費: 無料  

申込:７/17(木)受付開始  

演目: ヘンゼルと 

グレ－テル  

 

 

日程: ７/27(日)  
開場 13:30 開演 14:00 

場所: すくらむ 21 
参加費: 1,000円 中学生以下500円  

申込: 問合せのうえ、チケット

の購入 

内容:２部構成の吹奏楽 
コンサ－ト 

 

 

日程: ７/24(木)13:00～15:00お話 

7/25(金) 1回目12:30～14:30体験 
2回目15:00～17:00体験 

7/28(月)12:00～鑑賞 

場所: 川崎能楽堂 

定員:400名(多数の場合は抽選 ) 

参加費:3,000円(3日間・鑑賞のみ 
2,000 円)  申込: 申込用紙に必要
事項を記入の上FAX・通常ハガキ 

で。7/8(月)締切 定員に満たな
い場合は、締切後も受付あり 

日程: 8/20(水)～8/24(日) 

10:00～17:00 
(8/24は 15:00まで) 

場所:ア－トガーデンかわさき  

入場料: 無料 

申込:なし、自由 

 

日程: 8/9(土)  

 開場 15:00 

開演 15:30 

場所: 麻生市民館 

参加費:500円 当日会場受付で販売  

曲目:そよ風はともだち・ほら

ね・手のひらを太陽に他 

 

②夏休み企画  
租税教室と映画上映会 

 

④第 24回夏休み能楽体験・ 
鑑賞教室 

⑥第 18回「かわしん 
ふれあい子ども劇場」 

①人形劇まつり in 
川崎市民プラザ 2014 

⑦ゆりがおか児童合唱団 
第 38回定期演奏会 

⑧2014かわさき平和美術展 

③多摩川吹奏楽団 
 第２９回定期演奏会 

⑤たかつサマ－コンサ－ト 青少年の家 ☎(888)3588 
レッツチャレンジ ASOBI ! 

日時:7月 13日(日)13:15～16:30 

対象・定員:市内在住・在学の小学校4～6年生 

30名(先着) 申込:電話で受付中 

参加費:300円(保険料･材料費)内容:プー 

ルで遊んだり、べ－ゴマ等に挑戦したり 

します。英語に親しむ時間もあります。 
 
 

 

 
 
 
 
 

    柴田鉄治 氏 

『かわさき市民アカデミ－』ってどんなところ？興味を持ったら聞いてみよう！ 
2014 年度後期  受講説明会 

 かわさき市民アカデミ－では、2014 年度後期に初めて受講される方に、講座の内容、手続きなど詳しく知

りたい方を対象に説明会を開催いたします。説明会への参加費は無料、事前に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－のホ－ムペ－ジ、受講生募集案内のチラシをご覧ください。 

日付 7/18(金) 7/28(月) 7/29(火) 7/30(水) 8/1(月) 

場所 
川崎市生涯学習プラザ 

4F 401会議室 

高津市民館 

11F第 4会議室 

中原市民館 

2F 第 2会議室 

麻生市民館 

3F 第 1会議室 

ミュ－ザ川崎 

4F 研修室 3 

時間 15:00～16:30 10:30～12:00 10:30～12:00 10:30～12:00 13:30～15:00 

※説明会の参加は、受講申し込みの条件ではありません。お気軽にご参加ください。 

【問合せ】NPO法人かわさき市民アカデミ－ TEL 044-733-5590   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かわさき市民アカデミ－ 検索 

かわさき市民アカデミ－特別講座 「STAP 細胞を考える」 

第１回 ７月１２日(土) : 「ＳＴＡＰ細胞―メディアは騒ぎすぎか」  

     講師 : 元朝日新聞科学部長  柴田 鉄治 先生 

第２回 ７月１９日(土): 「ＳＴＡＰ細胞論文のゆくえ―科学者の発表倫理を考える」  

     講師 : 愛知淑徳大学教授   山崎 茂明先生 

※ 時間 : １０時３０分～１２時００分(各回ともに)  

場所 : 川崎市生涯学習プラザ ４階 ４０１会議室 

              受講料 : 各回税込 １,０００円(片方だけの受講可) 

申込・問合せ : NPO市民アカデミ－事務局へ 先着順 

                  TEL  044-733-5590 

 

 

 

 

 

 

柴田鉄治氏 

山﨑茂明氏 

 みんなを待ってるよ!! 

ふるさと館 
前の道標 

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


 

 

 

 

 

けけ 17:00 

 

ふるさとなんでも相談 
～夏休み郷土史相談室～  
日時：8/2(土)13:00～16:00 

8/3(日)10:00～12:00・13:00～16:00 

会場：多摩図書館 整理室 

申込：多摩図書館カウンターで直接 

(相談用紙提出) 8/1(金)19:00締切 

 

 

ぐるめ☆岡上 
～レシピブック作り～ 

日時 :7/24､31､8/21､28､9/4､11(木)18:00～

場所 :岡上分館 学習室       20:00 

対象・定員 :関心のある方16名 

申込:来館、電話、FAX(氏名.住所.連絡

先)7/10締切 多数の場合抽選  

参加費 :無料(材料費 1,800円) 

 

 

視覚障害者体験・ 

視覚障害者支援講習会 
日時 :体験7/30(水)支援8/6(水) 

会場 :北部身体障害者福祉会館 

対象・定員 :小学４年生以上、川崎市在住・在 

勤・在学、体験25名、支援30名 
申込 :電話、FAX、直接で、 
締切 :体験7/23 支援7/30 

参加費 : 無料 。体験でアイマスクを使用 

お持ちでない方には実費で販売。 

ＮＡＴＳＵＯＮ！2014 
(夏の音楽祭) <全３１公演 > 

日時 :6/20(金)～7/27(日) 
会場 :洗足学音楽大学 
対象 :なし(未就学は不可の公演有) 
参加費 :音楽祭パス 1,000円 

(無料公演も有) 
申込・問合せ:洗足学園音楽大学  

演奏支援センター  
 
 

「入門古文書講座」  
日時 :8/10(日),8/17(日),8/24(日) 

会場 :公文書館   14:00～16:00全3回 

対象・定員 :30名(3回とも受講できる方) 

        定員を超えた場合は抽選 

申込 :往復ハガキ又は直接公文書館 

参加費 :2,000円 

 

 

 

け 

 
夏休み親子 点字・手話教室 
日時：点字 7/24(木)7/25(金) 

手話 7/28(月)～7/30(水)  

点字・手話 10:00～12:00 

会場 :南部身体障害者福祉会館 

対象：市内在住の小学生の親子 

(小学生だけでも可) 

定員:点字 10組 20名､手話 15組 30名 

申込・参加費:無料、往復はがき･来

所･電話･Fax 7/22(火)締切 
 
 

東横病院公開講座 

日時:6/28､7/26､8/23､10/25､11/22 

申込:直接会場に(全て土曜日) 

会場:聖マリアンナ医科大学 
東横病院管理棟５階会議室・
カンファレンス室 

定員:先着 80名  参加費：無料  
 

ソープカービング教室 
日時 :7/27(日)、8/3(日)10:00～12:00 
会場 :会館とどろき 
対象 :子ども(4年生以上)から大人まで   
定員 :20名 
申込 :7/1(火)より           
参加費 :1人3,000円(教材費込み) 
 

 

漆研究の最前線:漆の文化と科学 
日時:7/19(土)    

会場 :明治大学生田キャンパス地域 

産学連携研究センター  

対象・定員 : どなたでも(先着 100名) 

申込 :電話、ホームページ 

参加費 :会員 無料、 一般 1,000円 

 

夏休み子どもあそびランド  
達人養成講座(シュロバッタ) 

日時 :7/24(木)7/31(木)8/7(木) 13:30～ 

会場・参加費 :宮前市民館、無料  15:30 

対象・定員:中学以上20名、地域に伝授して 

              くれる方 

参加費 :無料         

申込 :7/15(水)まで来館又は電話で 

日時：6 月～H27.3 月の第 3 火曜日 

夏休みこども体操教室 
日時 :8/5(火)8/6(水)8/12(火)8/13(水) 
8/19(火)8/20(水) 全6回 10:30～11:30 

会場 :高津スポーツセンター  

対象 :小学生   定員 :30名  

申込 :7/16(水)9:00より来館、 
電話、受付 (先着順) 

参加費 :4,000円(保険料込) 

爽快！ストレッチ教室 
日時 : 毎週月曜日(休館日・祝日を除く) 

               13:20～14:10 
会場 :高津スポーツセンター大体育室 
対象・定員 : 15歳以上・30名  

申込 :当日受付(先着順) 
参加費 :1回 500円 
 

 

 

くらしのセミナ－(出前講座) 
日時:休日、年末年始を除く月から金 

(8:30～17:00)の中から２時間以内 
場所:申込者で用意 
対象・定員 :市内在住、在勤、在学の15人 

以上のグループ、団体  
申込:申込用紙に記入の上、希望日

の 1ケ月前までに 
講師の派遣費用は無料。会場ごとに
会場費がかかる場合があります。 
 

 

夏休みものづくり体験教室 
かわさきマイスタ－が教える自由な生花 

日時:8/23(土)  10:00～12:00 

会場:生活文化会館(てくのかわさき) 

対象・定員 : 30名(小学校3年生以上) 

申込:電話、FAX  抽選 8/15(金) 

参加費:500円 
 

企画展示「大工さんの道具箱」 
きる、けずる、たたく等様々 な使い方の大工
道具をこどもたちにも分かりやすく展示 
日時 :7/1(火)～11/30(日) 9:30～17:00 
  (11月は16:30まで) 
会場 :日本民家園企画展示室 
申込 :なし(開園時間中は見学自由) 
参加費 :入園料のみ  
   

火曜日のおたのしみ 

ラゾ－ナ寄席7・8月 
日時 :7/15(火).8/19(火)18:30～20:30 

会場 :ラゾーナ川崎プラザソル 

対象・定員 :なし 

参加費 :2,000円 

講演後交流会あり1,500円 
 
 
 

: 

身近なエコを学ぶ 
日時 :7/12(土)7/25(金)7/27(日) 

8/6(水)8/23(土)全て10:00～12:00延長有 

会場 :プラザ田島 

対象 :市内の小学生(３年以上)と保護者 

定員：15組 

申込：6/17(火)10:00から窓口又は電話 

参加費：無料、材料費等実費負担あり 

遊友くらぶ 
日時 :8/4(月)から来年3月まで7回 
会場 :プラザ田島 
対象・定員 :川崎市内の小学生 15名 

申込 :7/17(木)10:00から窓口又は電話 

参加費 :無料、保険料等実費負担あり 

 

ふれあい夏祭り 
日時:8/7(木) 16:30～19:30 

会場:川崎授産学園 駐車場 
内容：模擬店、作業製品展示販売等 

天体観望会 
日時 :9/6(土)19:00～20:30 

会場 :川崎授産学園 天体観測室他 

対象 :自由(小学校以下は大人同伴)  

参加費 :無料 

申込:なし 

※先着200名までお団子をプレゼントあり 
※雨天・曇天の場合は、天文集会  

 

 

市民エンパワ－メント研修１ 
「プラザ橘から ストップ！温暖化」 

日時：8/1(金)8/4(月)8/5(火)8/7(木) 8/8(金) 

10:00～12:00   (5日は9:00～12:00) 

会場：プラザ橘    定員：中学生以上20人 

受講料:無料  教材費:1,000円 

申込：7/19(土)9:30から電話または 

直接プラザ橘へ(先着順) 

たちばなファミリ－コンサ－ト 

日時:8/2(土)  午前の部11:00～12:00 

会場:プラザ橘  午後の部13:30～14:30 

定員・対象:各回 120人※3歳未満の 

お子さんはご遠慮ください  

申込:7/19(土)9:30～プラザ橘で無

料チケット配布(先着順) 

 

 

 

 

多摩川河川健康公園杯 
ゴルフ大会 

日時 :8/5(火) 7:30～13:00予定 

会場 :川崎リバーサイドパ－クゴルフ場 

対象・定員 :中学生以上のゴルフ愛好者 

100名(一般男女・シニア・ジュニア各25名) 

参加費:一般男女 1000 円ジュニア・シニ

ア(18歳未満.70歳以上)500円プレ－代、

税、保険含む。食事含まず。 

申込:応募用紙、ハガキに氏名、性別、年

齢、住所、電話及び参考ハンデを記入、

7/10締切。多数の場合は抽選。 

 

腹話術こども教室 

日時:7/9(水) 16:00から 

会場:京浜協同劇団 

対象・定員:市内在住または 

近隣の小中学生を中心に  

申込:前日までに電話   参加費 :1,500円 

 

 

子ども一日図書館員 
日時:8/6(水)9:00～15:30 

会場:幸図書館 

対象・定員:小学3年生～6年生 6名 

申込:先着順 7/23(水)9:30から、図書館カウ

ンタ－(保護者が申込) 
 
 

2014インタ-ナショナルフ
ェスティバル  in カワサキ 
日時:7/6(日)10:00～16:30 

会場:国際交流センター 

対象・定員 :なし 

申込 :当日、 

直接会場に 

参加費 :無料 

 

 

 

ラ・テラススタジオ 
フラダンスクラス 

日時 :毎月曜日 午前クラス10:00～11:30 

午後クラス13:00～14:30 

会場 :生田中学校特別創作活動センタ－ 

対象・定員 :男性も大歓迎 

参加費 :1ﾚｯｽﾝ500円  4ﾚｯｽﾝ分2,000円 

 

 

 

 

市制 90 周年記念 

近代川崎人物伝 
日時 :6/7(土)～8/24(日)休館日:月(祝日は

開館)、祝日の翌日(土・日の場合は開館) 
会場 :川崎市市民ミュ－ジアム  

対象・定員 : なし 

申込 :展示室前で展覧会チケットを購入 

参加費 : 一般500円、学生・65歳以上 

400円、中学生以下無料 

 

Mini キッズ  
ヒップホップ教室 

日時 :9/2～12/16毎週火曜日 全15回  

（9/23は休み）16:30～17:30 

会場 :川崎市体育館 

対象・定員 :6歳児 

(H20.4.2～H21.4.14生)20名 

申込 : 往復ハガキで 8/7(木)締切 

参加費 :7,800円(保険料込み) 

 
 
MUZA ランチタイム＆ナイト
コンサ－ト 弦楽四重奏 
日時:7/9(水)ランチ:12:00 ナイト:19:00 

会場 :ミューザ川崎シンフォ二－ホ－ル 

申込 :直接又は電話 

参加費 :ランチ500円・ナイト1,000円 

 

 

夏期集中公開講座吹きガラス 

日時 :8/20(水)～8/22(金)全3回 

10:00～16:00 
会場 :東京ガラス工芸研究所 
対象・定員 :高校生以上 8名 

申込 :ネット､電話､FAX.7/1(火)～8/15(金) 
参加費 :37,800円(税込・保管希望者

のみ傷害保険 900円) 
 
 
 

2014 年度 第 4・5 回オペラ
歌手と童謡を歌う会 

日時:7/10(木).8/25(月) 

開演 14:00 開場 13:30 

会場:昭和音楽大学南校舎５階ユリホ－ル 

対象・定員 :未就学児入場不可 

申込 :電話もしくは下記のURL 

参加費 :1 回券 1,200 円/回数券(6 回

分)6,500円(12回分)13,000円(初回のみ

歌集代として別途1000円をお支払いいた

だきます) 

URL:http://www.preludio.co.jp/ 

 

 

 

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 
 

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 

 

【市民ミュージアム】℡754-4500 
 

【聖マリアンナ医科大学東横病院】    
℡722-2121 

 

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

【ミューザ川崎】   ℡520-0200 
               

【日本民家園】   ℡922-2181  

【経済労働局消費者 
行政センター】 ℡200-3864 

 

【川崎授産学園】  ℡954-5011 

4334 
 

【高津スポーツセンター】 ℡813-6531 

 

【国際交流センタ－】℡435-7000 

 

 

【教育文化会館田島分館】  ℡333-9120  
 
 
 

 

【多摩図書館】      ℡935-3400 

【高津市民館橘分館】 ℡788-1531 

 
 

昭和音楽大学内  

【株式会社プレルーディオ】℡953-2105 

 

【川崎市体育館】   ℡200-3255 

 
  
 

【宮前市民館】    ℡ 888-3911 

 

【生田中学校特別創作活動センター】 
℡911-1510 

【腹話術の会★きずな】℡544-3737 

 

【麻生市民館岡上分館】  
℡988-0268 Fax986-0472 

 

【洗足学園音楽大学】℡856-2981 

【明治大学リバティア 
アカデミー】 ℡03-3296-4423  

 

【幸図書館】       ℡541-3915 

 

【川崎市公文書館】  ℡733-3933 

 

【北部身体障害者福祉会館】 
℡811-6631 Fax811-6517 

  
   
            

 

【多摩川河川健康公園】 ℡555-4311 

 

【東京ガラス工芸研究所】 
℡544-5334  

 

【生活文化会館】    
℡812-1090  Fax812-1117 

 

【ラゾーナ川崎プラザソル】  ℡874-8501 

 

【教職員互助会】   ℡733-3333 
 


