
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区 対象校 実施団体 

川崎区 
大島小・ 

渡田小学校 

臨港中学校区 

地域教育会議 

幸区 日吉小学校 
「寺子屋ひよし」 

実行委員会 

中原区 中原小学校 
NPO法人かわさきスポ

ーツ ドリーマーズ 

高津区 久本小学校 
NPO法人高津総合型地域

スポーツクラブＳＥＬＦ 

宮前区 富士見台小学校 
寺子屋「富士見っ子」実

行委員会 

多摩区 中野島小学校 
NPO法人かわさき創造

プロジェクト 

麻生区 西生田小学校 
NPO法人教育活動総合

サポ－トセンタ－ 

子ども夢パーク              044(811)2001   

◇親子でもっとあそぼう会 
講演会「ゆる親のすすめ」 楽しく子育てしていますか？肩の力を抜いて楽しく子育てを 

するコツと遊びの魅力について一緒に話しましょう。      
講師:西野博之(子ども夢パ－ク所長)     
日時:9/10(水) 10:00～12:00   会場:夢パーク２階 ごろり  ※保育なし 同室 0K事前申し込み 

◇こどもゆめ横丁  日時:11/3(月・祝) 11:00～15:00 予定 
  いつもの夢パ－クに子どもの“街”が出現します。お店の建設や、何を売るか、いくらで売るかなど自
分たちの考えで、本物のお金を使って商いをします。お店を出したい人は、必ず説明会に来てください。
《横丁説明会》  9/27(土)10:00～おとな説明会 14:00～子ども説明会 

          9/28(日)10:00～子ども説明会 14:00～おとな説明会 
  
 

 
 
 
 
 

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 

※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。 

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 
◇街道学習講座(街道歩き) 
「大山街道の魅力 再発見」 
～なるほど! 歩いて楽しい大山街道～ 
講師の中平龍二郎氏(大山街道研究家)と深秋の大山街
道を歩きませんか。今年は３回シリ－ズで実施します。 
第 1回 10月 29日(水)青葉台～長津田(約 3.0キロ) 
第 2回 11月 12日(水)長津田～町田辻(約 4.5キロ) 
第 3回 11月 26日(水)町田辻～鶴間 (約 4.6キロ) 

今年度は、青葉台から鶴間まで約 
12.1キロを歩きます。「街道歩き」の詳
細はふるさと館までお問い合わせ下さ
い。ガイドブック「訪ねて楽しい大山街
道」は、好評発売中￥1,028 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

青少年の家                 044(888)3588 

◇人形劇鑑賞会 人形劇団「オフィスやまいも」。
『あいさつのきらいな王様』を上演します。   
日時:10/24(金)10:30～11:30 定員:150名(先着順)  
対象:市内在住・在学の小学生以下(保護者同伴)  
申込:9/4(木)から電話で受付  参加費:無料 
◇よちよち歩きの子あつまれ 

～ヨチヨチっ子親子リトミック～         
ママもたくさん動くので良い運動になります。山本
雅先生による楽しいリトミックです。 

日時:10/30(木)10:00～11:30 定員:40組(先着順) 
対象:よちよち歩きから小学校入学前の、幼稚園・ 
保育園に通園していないお子さん申込:9/18(木)～ 
参加費:保険料等として 1組 200円 電話で受付 
 

 

 

 

 

 

 

2014 年度 生涯学習プラザ  ☆秋のキラリ文化教室 
 講座・教室名 日     程 曜 日 時  間 回数 受講料/教材費 

1 楽らく歌の教室 10/7.21 11/4.18  12/2 
隔 週 

火曜日 
13:30～15:00 5 4,320円/実費 

2 ハワイアンキルト 10/8.22  11/5.19  12/3 
隔 週 

水曜日 
10:00～12:00 5 4,320円/実費 

3 アロマテラピー 
10/15.29  11/12  

12/10.17 

毎 週 

水曜日 
10:00～12:00 5 

4,320円 

/5,400円 

4 風景写真教室 10/9.23  11/6.20  12/4 
隔 週 

木曜日 
14:00～16:00 5 4,320円/300円 

5 
初級から中級まで 

の切り絵 
10/10.24  11/7.21  12/5 

隔 週 

金曜日 
9:30～12:00 5 4,320円/実費 

6 
フラワー 

アレンジメント 
10/17.31 11/14.28 12/12 

隔 週 

金曜日 
10:00～12:00 5 

4,320円 

/花代 2,900円 
<会場> 生涯学習プラザ会議室及び実習室  <定員> 各 20名 
<申込> 

★締切: 各教室とも 9 月 10 日(水)【必着】 
<対象> 15歳以上  <方法> ①直接プラザ窓口 ②電話 733-6626 ③ファクス 733-6697 

☆受講料払い込みのご案内:応募多数の場合は抽選になります。また、受講応募が少ない場合は中止になる
ことがあります。抽選の結果等と合わせて、9/11以降に郵送します。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

いよいよスタート「地域の寺子屋」 

子どもの教育を地域ぐるみで支援しようと、川崎市が本年度から開講させる「地域の寺

子屋事業」のモデル事業が始まりました。①学習支援 ②体験活動 ③世代間交流の３本柱
で、市内の８小学校を対象に７つの実施団体がモデル事業を展開します。 

学習支援は、平日の放課後、週 1回 1時間程度を予定しています。基礎的な学習や家庭学習の習

慣作りを寺子屋先生と一緒に行います 体験活動・世代間交流は、月１回の土曜日に学校施設や市

民館等を活用し、活動を通して自分と様々な地域の人々とのかかわりに関心をもちながら、社会を

知る体験や多世代の交流の促進などを行います。 

                 

す。屋の先生は、地 
 

中原小と富士見台小で先陣をきって開講 
７月と８月には、市内２カ所で寺子屋が開講しました。中原小学校

では、福田市長出席のもと、寺子屋の開講式も行われました。 

 

 

 
 
 
 
 
 

第 49 号 

 2014（平成 26）年 9 月１日  Ｋ Ｓ Ｊ 

２.「富士見台小学校」(学習支援) 
日時 平成 26年 7月 22・23・24日 9:00～10:30 
 8月 21・22日   9:00～10:30 
内容 ①計算名人・かけ算九九名人になろう 
   ②夏休みの困った解決! 学習で困って

いるところを聞いてみよう。 
講師(寺子屋先生)   
学校と地域をつなぐ地域 
教育コーディネーター 
「風の泉」 
宮前区学校支援センター 
保護者ボランティア 

 

 

 

モデル校として 

実践される寺子屋 

１.「中原小学校」(体験活動・世代間交流) 

日時 平成 26年 7月 19日(土) 9:10～12:05 

      ・第 1部 (1・2年)  9:10～10:30 

      ・第 2部 (3～6年)  10:45～12:05 

内容 『飛行機の飛ぶしくみ』 

   ～ホーバークラフトを作り・飛ばそう～ 

   ①飛行機の飛ぶしくみを学ぶ。 

②キットで作り、実際に飛ばそう。 

講師(寺子屋先生)   

宇宙航空研究開発機構大学 

研究機関連携室          

藤嶋 徹 先生 

 

http://www.kpal.or.jp/
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パソコン講座～受講生募集～ 
初心者向けのパソコン講座、スマ－
トフォン、タブレットや、仕事に活
用する EXCEL や WORD 等の講座です 

日時:月曜日～日曜日(夜間講座あり) 

会場:産業振興会館  
対象:初心者向けからステップアッ 

プ希望者まで。 定員:各８名 
申込:詳しくはお問い合わせください。 

申込者にはパンフレットをお送
りします。 

参加費: 10,000円(6時間) 
     5,000円(3時間) 

(テキスト代を含む) 

 

たまたま子育てまつり 
子育て情報を発信するとともに、ネ
ットワークを広げるイベント 

日時:9/21(日)9:45～15:00(雨天決行) 
会場:多摩区総合庁舎 
対象・定員・申込・参加費:なし 
 

 
拡大写本講習会 
弱視や高齢者の方向けに、教科書 
や本を書き写す基礎を学ぶ講習会 
日時:10/2(木)～10/23(木) 毎週 
木曜日全 4回 10:00～12:00 
会場:中部身体障害者福祉会館 
対象･定員:市内在住在勤･在学20名 
申込:往復ハガキかFaxで住所・氏名・年 
齢・電話、Fax番号を記入  9/22(月)必着   
参加費：無料(テキスト代 500円) 
 

体育の日 無料開放デー 
いろいろな種目を用意し、体育館施
設を開放します。 
日時:10/13(月・祝) 9:00～21:30 
会場:川崎市体育館  
対象・定員:未就学児から一般成人 
申込:当日受付           
参加費:無料  

 

伽羅
めいぼく

先代
せんだい

萩
はぎ

 政岡忠義の段 
人形浄瑠璃の公演と体験 
日時: 9/23(火・祝)①12:30～14:00 
                 ②14:30～16:00 
会場: 川崎市立日本民家園 
対象・定員:各回当日先着 120名  
参加費:一般1,000円 学生・子ども500 
円※当日11時正門で販売。1人2枚まで 
 

 

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。本を使わず、大人向け 
の民話を直接語ります 

日時:10/2(木)10:30～12:00 開場10:15 

会場:幸市民館 2階「音楽室」 
対象・定員:大人 40名 
申込:当日直接会場にて受付 

参加費：無料 

 

SH0WA ミュージック・カフェ 

「声楽＆2 台ピアノ」  

日時:10/18(土) 開演14:00 開場13:30 

会場:昭和音楽大学ユリホール 
対象・定員:未就学児入場不可 
申込:電話もしくは Webで。 
参加費:一般1,600円 学生1,000円 

 

拡大写本入門講習会 

初心者を対象に視覚に障害のあ 
る人や高齢者のために教科書や小

説の文字や図形を拡大した「拡大写

本」の基礎を学びます 

日時:9/12、19、26  10/3、10、17 

全 6回。13:30～15:30 

会場:北部身体障害者福祉会館 

対象:市内在住・在勤・在学の方で初心者 
の方。 定員:20名 
申込:住所・氏名・年齢・電話・「拡
大写本」と明記の上、電話/Fax/直
接窓口で受付。期限 9/5(金)20:30 
まで。多数の場合は、抽選。 

参加費:無料 (教材費 500円) 

 
 
ヨガのレッスン、特別講座 
日時:(月)2回 (火)2回 (水)4回 

     (木)2回 (金)4回  (土)2回 

時間等の詳細は“CBCヨガ”で検索 

会場:外語ビジネス専門学校本館 8F 

対象・定員:中学生以上(小学生以下

は要問合せ)、定員なし  

申込:なし、レッスン前に直接  

参加費:1回 2,500円、 

初回体験(3回)4,000円、 

5回 10,000円、10回 18,000円、 

マタニティ別料金 

 

   

 

: 

敬老のつどい 
演芸大会やコンサ－トで楽しみます 
日時: 9/26(金)午前 9:30～12:00 
                   午後 13:30～14:30 

会場 :宮前老人福祉センター 

対象・定員:市内在住の 60歳以上 

当日先着順 60名 

申込:当日会場で 参加費：無料 
 

秋の天体観望会 
観望は皆既月食。解説は 

月食・日食について。 
日時:10/8(水)18:00～20:00 

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 

音楽交流サロン奏(かなで) 
誰でもふらっと立ち寄って、音楽を

聴きながら、お茶とお菓子を楽しめ

るサロンです。 
日時: 9/25(木)テーマ『紅・彩』 

   10/ 9(木)テーマ『実・舞』 

     10/23(木)テーマ『夢・夕』 

※開演 13:30～15:00 開場 13:00 

会場:川崎授産学園 ロビー 
申込:不要(団体のみ事前連絡) 

参加費:無料(菓子・飲物代各100円) 
 
 

『ICT 治具』ではじまる 

ホ―ムページ作成教室 
『ICT 治具』を使って、楽しく 

ホームページを作成します 
日時: 9/21(日)9/28(日)全２回 
会場:障がい者就労支援事業所(株)ダン 
ウェイ  対象・定員:10名 
申込:電話・Fax・Eメールにて。先着順 
参加費:8,000円(税別・テキスト代) 

  

おたのしみラゾーナ寄席 
日時:9/16(火)18:30～ 
会場:ラゾ－ナ川崎プラザソル   
定員・対象:なし 
申込:チケット取扱・ラゾ－ナ川崎 
プラザソル窓口、電話、メ－ルでの 
予約可、当日券は 18:00より販売 
参加費：入場料2,000円/終演後のおたのし

み“交流会”希望者のみ参加費1,500円 

 

 

 

トランポリン日時：6月～H27.3月 

親子体操教室 
トランポリン・マット運動・跳び 
箱・ボール等を使用して親子で楽し 
みます 
日時:10/8～12/10 毎水曜日 全10回 

A班9:30～10:30 B班10:40～11:40 
会場:高津スポ－ツセンタ－ 
対象:2･3歳児とその保護者    
定員:各50組  
申込:往復ハガキに保護者、子ども 
氏名(ふりがな)、年齢、生年月日、 
性別、住所、電話、教室名、Aまた 
は Bと明記の上、高津スポ－ツセン 
タ－まで。9/17必着。抽選。 
参加費:6,500円 
 
 
 
補聴器と 
コミュニケ－ションの講座 
補聴器について、聞こえの低下を補
う方法を仲間と一緒に学びます 
日時:10/2、10/9、10/16 、10/23の木曜日 

13:30～15:30 
会場:川崎市聴覚障害者 

情報文化センター  
申込:名前・年齢・住所・電話・Fax・ 
補聴器の有無(お持ちの方はメーカ 
ー・型式)・障害者手帳の有無を記 
入の上、Fax、ハガキ、電話でお申 
し込みください。 
 

第１７回  読書普及文化講演会 
映画「おくりびと」監督 滝田洋二郎講演会 
日時:10/8(水)18:30開演 18:00開場 
場所:多摩市民館大ホ－ル  
対象:なし 定員 :900名 参加費:無料 
申込:往復ハガキに、代表者の〒・ 
住所・氏名・電話・参加希望者人 
数(4人まで)を記入の上、 
〒214-8570(住所不要)多摩図書館
内「滝田洋二郎講演会」係宛て。
9/18(木)必着。定員を超えた場合
は抽選。満たない場合は、9/19(金)
より多摩図書館カウンター等にて
先着順に入場券配布。 
 

 
第50回記念 川崎市消費生活展 
 再発見!!くらしにいいことはじめ
よう!生活を豊かにするヒントがた
くさんあります。 (消費者教育推進
フェスタと同日開催) 
日時:10/12(日)10:30～15:30 

(フェスタは、17:00まで) 
会場:川崎地下街アゼリア 
対象・定員:生活展クイズラリー(先着400 
名)その他イベント多数あり 
申込:直接会場へ  参加費:無料 

 

 

【北部身体障害者福祉会館】 
℡811-6631 Fax811-6517 

  
   
            

 

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 

 

 

 
パワーアップセミナー 
NP0法人のための労務セミナーです 
日時:10/4(土)13:30～16:30 

会場:かわさき市民活動センター 会議室 
対象:川崎市内のボランティア・ 

市民活動団体や関心のある方 
定員: 20名 (申込先着順) 
申込:氏名・住所・電話・所属団体・ 

Fax /メ－ル(ある方)を明記の上、 

電話か Fax ・メ－ルで申込。 
参加費:500円                
 

初めて学ぶ人のための 
ハングル入門講座 

年 3 回行われる入門講座の 2 回目 

日時:9/22～12/15毎週月曜日 

(祝日を除く)全10回 19:00～20:30 

会場:川崎市ふれあい館 

対象・定員:川崎市民・36名 

申込:先着順 9/16(火)10:00～ 

電話か直接来館  参加費:無料 

 

 

“モノ”から探る日本の歴史 
モノに着目して歴史を紐ときます  
日時:10/5(日)、11(土)、25(土)  各日2
回全6回 10:30～12:00・13:00～14:30  

会場:専修大学生田校舎 10301教室  
対象:市内在住、在勤、在学及び一般 
申込:往復ハガキに必要事項を記入 

し送付(講座番号、郵便番号、住所、

氏名、年齢、性別、職業、電話番号) 

9/17(水)必着 

参加費:無料  

 

市民自主学級「社会や仕事 

とつながる種のまき方」 
ワ－クライフバランスを考える 

日時:11/6､13､20､27  12/4  

毎週木曜日 全 5回 10:00～12:00 

会場:プラザ橘(高津市民館橘分館) 

対象・定員:関心のある方 20名 

申込:10/16(木)9:30から電話又は 

直接プラザ橘へ(先着順) 

参加費 :無料 保育保険料等 900円 

(2歳以上のお子さんの別室保育 

先着 8人) 

 

【ダンウェイ株式会社】 
℡＆Fax 798-8637 

 

【日本民家園】   ℡922-2181  

 

 

健康のための体力づくり運動 
健康維持・獲得するための運動を 

理論と実践で体験 
日時 :9/27､10/4､18  11/15､29  12/13各 
土曜日 会場 :明治大学生田キャンパス 
対象 :年齢制限なし    定員 :15名 

申込 : 電話、ホームペ-ジ 

参加費 :一般12,000円  学生6,000円 

 

 

横浜の中原街道 地名散歩 
中原街道が果たした役割を考える 
日時 :第1回目 10/5(日)13:30～16:00 
第2～4回目10/12､19､26(日)13:00～16:30 
会場:第 1回目 川崎市生活文化会館 
第 2～4回目横浜市内中原街道沿い 
対象・定員 :市内在住・在勤・在学(大学生 
以上)の方で全部参加できる方30名 定員
超過は抽選 
申込 : 往復ハガキで住所・氏名・年齢・電 
話番号等を記入 9/17(水)消印有効 
参加費 :全4回で1,500円 
 

田島寄席 
桂歌助さんが今年も出演します。古典落語

と東海道についてのお話です 

日時 :9/20(土) 開演14:00  (開場13:30) 

会場 :プラザ田島 

対象:なし     定員 :80名 

申込 :当日先着順 
参加費 :無料 
 

デッサン教室 
絵の基礎となるデッサンを体系的
なカリキュラムに基づいて学ぶ 
日時 :10/30､11/6､20､27  12/4､11､18､ 

H27.1/8､15､22  全10回 

木曜日 13:30～15:30 
会場 :川崎市民プラザ 
対象・定員 :初心者経験者問わず一般20名 
申込 :9/15(月)よりフロント又は電話で 
参加費 :受講料15,000円 

 

大人のためのスマホの 

利用方法講座 
スマホをもっと有効に活用したい 
方、購入を考えている方の講座です 
日時:9/17(水) 18:30～20:30 

会場:幸市民館日吉分館 第2学習室 

対象・定員 :関心のある方 25名 先着順 
申込 :9/5(金)10:00～直接来館か電話で。 
参加費 :無料 
 

 

 

【川崎授産学園】  ℡954-5011 

4334 
 

【多摩図書館】      ℡935-3400 

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企画広報係 
 

【専修大学エクステンション 
センター】℡911-1268 

 

【日本民家園】     ℡922-2181 

 

【高津スポーツセンター】 ℡813-6531 

 

【中部身体障害者福祉会館】  
℡733-9675 Fax733-9676 

 

【川崎市ふれあい館】℡276-4800 

 
【聴覚障害者情報文化センター】 

℡798-8800 Fax798-8804 

 

【明治大学リバティアカデミー】 
 ℡03-3296-4423  

 

【教育文化会館田島分館】℡333-9120  

 
 
 

 

【川崎市体育館】   ℡200-3255 

 

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

【幸市民館日吉分館】℡587-1491 

【多摩市民館】℡935-3333 

【産業振興会館】   ℡548-4121 【幸 図 書 館】    ℡541-3915 

 

【川崎市宮前老人福祉センター】 
  ℡877-9030  

【川崎市地名資料室】 ℡812-1102    

 

【川崎市民プラザ】 ℡888-3131  
 

【外語ビジネス専門学校】 
℡244-3111 

【消費者行政センター】 ℡200-3864 

【ラゾ－ナ川崎プラザソル】℡874-8501 

【プラザ橘】    ℡788-1531 

【昭和音楽大学】 
(株)プレルーディオ  ℡953-9877 


