
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐
藤
惣
之
助  

氏 

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 

◇第 2 回ふるさと発見講座  
川崎市が生んだ詩人 佐藤惣之助 ～華やかな散歩～ 

 川崎市の生んだ詩人、佐藤惣之助は昭和の初期か

ら太平洋戦争にかけヒット歌謡曲の作詞家として、

多くの人々に知られるようになりました。今回の講

演では、享年 52歳という若さで彗星のごとく消えて

いった惣之助の波乱に富んだ生涯を演劇作家 小川

信夫氏 に熱く語っていただきます。 

日時:12/10(水)、13:30～ 

講師:小川信夫氏(演劇作家)   

定員:60名(先着順)  

参加費:300円(資料代を含む) 

申込:11/10(水)受付開始 ふるさと館 

まで(電話､Fax､窓口) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

青少年の家                 044(888)3588 

◇よちよち歩きの子あつまれ   
○よちよちっ子のおはなし会  和室を利用したほ
のぼのとした絵本の読み聞かせ会です。終了後はホ
ール一杯の風船で遊べます。  
日時:12/2(火)、10:00～   
対象･定員: 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/25組(先着順) 
申込:11/6(木)から電話で受付  参加費:無料 

○よちよちっ子の親子リトミック  山本雅先生に 
よる楽しいリトミックです。ママもたくさん動くの 
で良い運動となります。  
日時:11/20(木)、12/18(木)、10:00～11:30   

対象･定員: 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/40組(先着順) 

申込:11/20の回は受付中｡12/18の回は11/20から電話で受付 

参加費:保険料等として 1組 200円 

 

 

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。 

☆健康・体力づくりスポーツ教室   2014 年度 生涯学習プラザ  
教室名(定員) 開催期間 曜日･(回数)･時間 受講料(保険料含む) 

気功太極拳教室火曜日コース 
(定員 40名) 

12/16(火)～3/24(火) 
  火曜日(全 12回)  

10:00～11:30    
  ８，６４０円 

気功太極拳教室水曜日コース 
(定員 40名) 

12/3(水)～3/18(水) 
水曜日(全 12回) 

13:15～14:45 
  ８，６４０円 

ストレッチ健康体操教室 
(定員 25名) 

12/3(水)～3/18(水) 
水曜日(全 12回) 

15:40～16:40 
  ８，６４０円 

ピラティス教室    (保育あり) 
(定員 25名) 

12/12(金)～3/13(金) 
金曜日(全 12回) 

13:30～14:30 
  ８，６４０円 

親子リトミックＡクラス (35組) 
(１歳半位～未就園児と保護者) 

1/9(金)～3/13(金) 

金曜日(全 10回) 
9:45～10:30 

保護者１名･子ども１名 
８，２２０円 

(Aのみ対応  保護者１名・ 
子ども２名１０,３００円) 

親子リトミックＢクラス (35組) 
(生後６か月～１歳半位と保護者) 

金曜日(全 10回) 
11:30～12:15 

◆申込方法: ①往復ハガキに必要事項を記入し、川崎市生涯学習財団事業推進室スポーツ教室担当へお送り

ください  ②直接の申し込みは、必要事項を記入した用紙とハガキ１枚(宛名面に申込者の郵便番号･住

所･氏名を明記)を輪ゴム等でとめてスポーツ教室担当にお渡しください。 

◆応募締切: 平成 26年 11月 7日(金)必着 ※応募多数の場合は抽選になります。 

 〒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 
◆受講料払込等:抽選結果と合わせて、締切以降に郵送します。(納入されました受講料は傷害保険等にも充
当しておりますので、教室開始後にキャンセルされた場合は返金できません。またお申込みされたご本人以
外の受講はできませんのでご了承下さい) 【問合せ先】℡044-733-5894  Fax044-733-6697 
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「舞台に立ちたい」が 
叶います 

 各区の市民館には､数百人を収容可能な「大ホー

ル」や「大会議室」など､音楽･舞台表現に適した施

設が用意されています。演劇､音楽､ダンスなどを通

して大ホール等の舞台に立つことができるよう､地

域のみなさんが主体となった自由な表現･舞台活動

を支援し育成することを目的とした事業が､毎年各

市民館で取り組まれています。 

 詳しくは、各施設にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       「ちっちゃい演劇 

フェスティバル VOL.6」 

「ある晴れた日に」をテーマに、地域で表現

活動をしている方たちが自由な解釈で自由な

表現を披露します。表現ワークショップ「まち

の愉快な演劇倶楽部」の受講生の成果もこのフ 

    ェスティバルで発表し  

         ます。 

 

(出演者募集は 

終了しています) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

｢なかはら 

アクトストリート 2015｣ 

 今回で、7回目となる「なかはらアクトス

トリート 2015(NAS2015)」は、中原市民館全

体を会場に、いろいろな場所でさまざまな表  

  現、パフォーマンス、ワークショップを 

繰り広げます。 

 

(出演者募集は 

終了しています) 

 

 
 
 

                 「あさお SOUND＆VISION2015」 

麻生区で活躍する方やグループが、麻生市民館の大ホール 

で、音楽・ダンスなど、ジャンルを超えたパフォーマンスを披露します。舞台 

裏も市民ボランティアが支えている、手づくりのフェスティバルです。 

スタッフ・出演者募集中! 

 

 

 

            

 

中原市民館 

麻生市民館 

多摩市民館 

日時:12/14 (日) 13:00 開演 

電話:935-3333 

 

日時:2/14(土) 

電話:433-7773 

 

 

 

日時:3/7(土) 13:00 開演 電話:951-1300 

 

☆陶 芸 教 室 平成 26 年度 第Ⅲ期受講生募集       川崎市生涯学習プラザ 電話 733-5893 
◆水曜日コース 12/3～3/18 ①手びねり 9:30～12:30 ③電動ろくろ 13:30～16:30 
◆土曜日コース 12/6～3/14 ②手びねり 9:30～12:30 ④電動ろくろ 13:30～16:30 
会場:川崎市生涯学習プラザ 地下 1階 実習室 
対象:18歳以上の方(市内在住･在勤者を優先) 電動ろくろコースは手びねり経験のある人に限る。 
定員:①･②手びねりコース各 15名  ③･④電動ろくろコース各 11名 
費用:手びねりコース 各 33,000円 電動ろくろコース 各 39,000円 (ともに材料費､焼成費･釉薬代込み)  
申込:往復はがきに希望コース､住所､氏名(ふりがな必須)､電話番号を記入。11/10(月)必着 応募多数の場合は抽選 
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事業推進室『陶芸教室係』宛て 
 
 
 

子ども夢パーク              044(811)2001 ◇KUJIROCK’14 ～WINTER～ VOL.29 
◇野球大会   夢パークの近くのグランドをお借     スタジオを利用している中高生たちの音楽ライブ 
りして行います。誰でも参加できますので手持ちの  です。企画から調整･準備･片づけまでスタジオ利用 
野球道具がある方はお持ちください。        者が中心となって行います。本格的なライブをぜひ      
日時:11/15(土)､12/20(土) 9:00 夢パーク集合   観に来てください。 
会場:あすか製薬グランド             日時:12/21(日)13:00～17:00(予定) 2Fごろり 
◇「野染め」をしよう  夢パークの野外広場で､  ◇クリスマスイベント 
18ｍの布を参加者みんなで染めます。午後にはメモ    日時:12/23(火･祝) 
リアルキルトを鑑賞しながら、エイズで亡くなった    内容･時間はお問い合わせ 
方々についての話等を聞きます。          ください。 
日時:12/1(月)11:00～15:00              

  
  
 

 
 
 

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


 

 

 

 

 

 

 

音楽交流サロン奏 
誰でもふらっと立ち寄って､出会い

とふれあい､お茶とお菓子を楽しめ

るサロンです。全ての人の社会参加

と自己実現を目指し､市民同士が､

出会いつながり､共につくり､発信

していくサロンとして月に 2 回実

施しています 

日時:12/25(木)テーマ『冬・星』 

1/8(木)テーマ『喜・生』

1/22(木)テーマ『寒・銀』 

13:30～15:00(13:00開場) 

会場: 川崎授産学園 ロビー他 

申込:不要(団体のみ事前連絡) 

参加費:無料(菓子･飲物 各 100円) 

冬の天体観望 
ベテルギウス超新星爆発の解説や

ブラックライトシアター『彗星の

話』｡その他､天文クイ 

ズ等、盛りだくさん。 

雨天､曇天時も室内でも 

充実の天文集会を用意 

しています。 

日時:1/24(土)18:30～20:00 

会場:授産学園 天体観測室 ロビー 他 

申込:不要(小学生以下は大人同伴) 

参加費:無料 

 

 

中国語による国際理解講座 
①｢中国とのビジネス｣ 孫勝徳講師

(日本企業勤務) 

②「美味しい中国茶の世界」黄瓊慧

講師(台湾茶芸師) 

日時: ①11/ 8(土)14:00～16:00 

②11/15(土)14:00～16:00 

会場:川崎市国際交流センター 

対象:中国語の中級者､16歳以上 

定員:各 30名  

申込:電話､Fax､来館にて受付中 

参加費: ①820円 

②1,144円 (お茶代込) 

 
 

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 
 

 

アートごころ､すくすく｡ワークショップ 

｢マイ･クリスマスブーツ､
リースをつくろう!｣ 
布と綿を使って､クリスマスブー
ツ､リースを作ります。スパンコー
ルやビーズなどをつけて､自分だけ
のオリジナルリースを作ります 

日時:12/5(金)､14:00～18:00 ､12/6(土) 

10:00～16:00 ※両日30分前最終受付 

会場:川崎市民プラザ 

屋内広場 

対象:どなたでも(5歳 

未満は保護者同伴) 

定員:両日 100名 

申込:11/17(月)受付開始､電話又は 

フロントにて。当日参加可 

参加費 :1,000円(1作品) 

｢はじめてみよう! 
マクロビオティック｣ 

マクロビの基礎知識をはじめ､素材

の選び方や調理方法を試食を通し

て学びます。(調理は行いません) 

日時:12/6(土)13:00～15:00  

会場:川崎市民プラザ  セミナールーム 

定員:15名(最少開催人数 5名)  

申込: 11/17(月)受付開始､電話又は 
フロントにて。 
参加費:1,800円 
 

さようなら川崎市体育館 
｢トランポリンとバスケットボール
を楽しもう｣ 閉館記念として､午
前中は､バスケットボール､午後は
トランポリンを楽しんでください。
後半は､選手によるトランポリンや
ラートのショーを行います 
日時:12/6(土)9:00～16:00 

会場:川崎市体育館  

対象･定員: 小学生以上 

(見学は自由) 

申込: 当日受付    

参加費 : 無料 

ありがとう!!｢川崎市体育館｣ 
消防音楽隊･カラーガード隊､JFE､
中学校吹奏楽部の演奏会とマーチ
ングバンド､チアリーディングなど 
日時:12/13(土) 10:00～16:00 
会場:川崎市体育館 
対象･定員:どなたでも 
申込:当日受付  参加費: 無料 
 
 

 
 
和光大学地域連携講座  
｢いっしょに遊ぼう!!親子でふ
れあい歌遊び＆パネルシアター  
～クリスマス音楽会編｣～ 

お家でも親子で簡単にできるふれ 

あい遊びや身体リズムを感じなが

ら遊べる音楽遊びを交えたクリス

マス音楽会を開催します。 

日時:12/7(日)10:00～11:30/13:30～15:00 

会場:和光大学 

対象･定員:3歳～6歳の親子｡各回20～30組 

申込:ハガキ､Fax で､｢親子ふれあい歌遊

び｣と明記し、参加者全員の氏名(フリガ

ナ)お子様の年齢､郵便番号･住所、電話番

号､参加希望の時間帯(午前/午後)を記入

の上申込。詳しくは､電話､HP､Faxにて 

参加費:対象児一人につき 500円(お

土産代を含む) 

和光大学レクチャーコンサート2014 
｢美しき音楽の庭｣古楽器による
バロック音楽の楽しみ」 
古い楽器のすぐれた特徴を紹介しな

がら、バロック音楽の巨匠たちの室

内音楽の名曲をお届けします。 

日時:12/19(金)18:30～20:30 開場18:00 

会場:和光大学ポプリホール鶴川  

定員:200名  

申込:電話､Fax(｢レ 

クチャーコンサート 

2014｣と明記し､以下 

の必要事項を書いて 

ください。氏名(フリ 

ガナ)､郵便番号･住所､電話番号) 

参加費:500円 

 
 

『食はいのち 
生活の基本です』 

1992 年に「森のイスキア」を設立
し、1995 年のドキュメンタリー映
画「地球交響曲第 2 番」に出演もし
た 佐藤初女さんの講演と映画の上
映です。また、「おむすびの祈り『森
のイスキア』歳時記」等、著書も多
数あります。 

日時:11/16(日)14:00より 13:30開場 

会場:エポックなかはら ホール 

申込:不要  

対象･定員:  
どなたでも 900名 
参加費:無料 

 

 

 

 

たちばな 
ファミリーコンサート 

イングリッシュ 
ハンドベルによ 
るクリスマスコ 
ンサート。小さ 
なお子さんもご 
一緒に。曲目は 
「ジングルベル」 
「ディズニー映画・ 
リトルマーメイドより」 
出演は、サークルねぎぼうず 

日時:12/7(日) 13:30～14:30 
会場:プラザ橘 
対象･定員:どなたでも。120名 
申込:11/23(日)9:30から無料チケ
ット配布。1人 4枚まで(先着順) 
 
 

再就職したい女性を応援! 
パソコン講座 
｢履歴書に書ける資格 P 検 3 級対策
講座｣。模擬問題を解きながらパソ
コン全般の基礎を学びます 
日時:11/20(木)､21(金)全2日9:30～12:00 

会場:男女共同参画センター 

対象・定員: 再就職､スキルアップを 

目指す女性 12名 

申込:直接パソコンサポート 

まうすなびへ℡･Fax045-974-0988 

参加費 :4,000円(別途テキスト代が必要) 

お気に入りの写真でおしゃ 
れにスクラップブッキング 
撮ったままになっている思い出の写真を
楽しく､おしゃれに変身させちゃいます 
日時:11/28(金)10:30～12:00 

会場:男女共同参画センター 

対象･定員:10名 

申込:受付中 電話､Fax､HPにて 

参加費:2,000 円 

リタイア後の人生をリフレ 
ッシュする講座 
①いざという時に困らない相続と
遺言  ②モノの整理術を学びます 
日時: ①11/13(木)10:00～12:00 
      ②12/11(木)10:00～12:30 
会場: 男女共同参画センター 
対象･市内在住の定年後､ 
及び定年退職を控えた方  
定員: 30名 
申込: 受付中  

電話､Fax､HPにて 
参加費:各回 

1,000円 
 
 
 
 

 

川崎市消費者強調月間講演会 
スマ－トフォン初心者講座 

～上手に利用するために～ 
第 1部「スマートフォン初心者講座」
第 2部「スマートフォン体験講座」 

日時:11/19(水) 第1部13:30～15:00 

                       第2部15:00～16:30 

会場:川崎市生活文化会館  
てくのかわさき てくのホール 

対象･定員:市内在住､在勤､在学の 
方 70名(第 2部は第 1部受講者で 
60歳以上､20名)  
申込:サンキューコールかわさきで 
  受付中(200-3939) 

参加費:無料 

 

            

日本ロボットビジネス体系 
講座 2014-2015 
ロボットビジネスの企画､開発､実

証実験､商品化までの全過程を基礎

から実践､今後の展望まで､総合的

かつ体系的に学べます。 

日時: 11/15(土) 13:30～19:00 

12/13(土) 13:30～19:00 

1/17(土) 13:30～19:00 

2/14(土) 13:30～19:00 

3/ 7(土) 13:30～19:00  

会場:川崎市産業振興会館  

対象・定員:各 10名 

申込:詳しくは､HP・電話にて  

参加費:25,000円(7日前までの申し

込みの場合は 20,000円)※女性､20

代は半額(15,000円。但し､7日前ま

でに申込の場合は 10,000円) 

 

冬のおおきなおはなし会 
紙芝居や絵本の読み聞かせに加え

て､大きな絵本や､手遊びなどをし

ます。子どもだけでなく、大人の方

もぜひ参加してください 

日時:12/3(水)15:00～15:45 (開場14:45) 

会場:幸市民館 1階 大会議室 

対象･定員:3歳以上(大人可) 100名 

申込:直接来場  

参加費:無料 

 

 

 

 

 

 

 

 

【和光大学】 
℡988-1433 Fax988-1594 

 【川崎市民プラザ】 ℡888-3131    

 

【消費者行政センター】℡200-3864 

【男女共同参画センター】 
℡813-0808 Fax813-0864 

 

 

 
かわさき生ごみリサイクル 
交流会  ～生ごみを活かす～ 
【第 1 部】基調講演｢コンテナで野
菜をつくろう｣講師:明治大学黒川
農場特任教授 佐倉朗夫氏 
【第 2 部】生ごみ堆肥を活かした事
例紹介 
日時:11/16(日)13:30～16:10 
会場:川崎市総合福祉センター(エ
ポックなかはら)  武蔵中原駅下車 
対象･定員: 自由 60名(先着順) 
申込:受付中 電話､Fax､HPにて  
参加費:無料  
 
 

第 31 回平和のつどい 

日本には科学技術立国しかない 
藤嶋 昭氏(東京理科大学長)に熱
く語っていただきます。子どもたち
も大人も一緒に理科を楽しむこと
がひいては日本の発展､人類の平和
につながります。 
日時:12/2(火)13:30～15:00 
会場:教育文化会館  

第 4･5会議室 
対象: どなたでも 
定員: 100名 
申込:不要､直接来場  
参加費:無料 
 
 

公開講座 
『検地帳を読む､地名を探る』 
～天正19年の岡上村御縄打水帳より～ 
岡上に残されてきた史・資料を専門家の 
案内で紐解きながら､水と共にあった岡 
上の暮らしの歴史と文化を学びます 
日時:12/5(金)15:00～17:00 
会場: 和光大学 J301教室 
定員: 100名 (先着順) 
申込:受付中、電話､Fax､ 
来館､ハガキにて  
参加費:無料  
 
 

1日で学ぶキャッシュフロー 
～起業する前に知っておきたいお金の話～ 
女性のためのキャッシュフロー基
礎講座。キャッシュフローの基礎と
資金繰りのポイントを習得します。 
日時:11/15(土) 10:00～16:00 
会場:かながわサイエンスパーク 
対象･定員: 女性限定 30名 
申込: KSP 1日で学ぶ｣で検索し､ホー
ムペ－ジよりお申し込みください 
参加費: 10,000円(昼食､スイーツ付)  
 

 

 

 

川崎市内施設の生涯学習講座・イベント情報  
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 

 

【プラザ橘】    ℡788-1531 

 
【川崎授産学園】  ℡954-5011 

4334 
 

【麻生市民館岡上分館】℡988-0268  

【国際交流センター】 
   ℡435-7000 Fax435-7010    

【川崎市体育館】   ℡200-3255 

 

【かわさき生ごみリサイクル交流会 
実行委員会・環境局】 ℡200-2605  

  
   
            

 

【ロボティック普及促進センター】 
℡047-493-2490 

【川崎市地域女性連絡協議会】 
℡221-7022 

 

【幸図書館】    ℡541-3915 
 

 
【NPO法人フリースぺースたまりば】 

 ℡833-7562  
 

【株式会社ケイエスピー】℡819-2001  

 


