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かわさき市民アカデミー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大山街道ふるさと館         044(813)4705 
◇第 2 回企画展 (高津区民祭参加事業)    
「ある郷土史家の見たふるさと高津」 
～殖産興業を前にした溝ノ口の当時の様子～ 
ふるさと高津の発展に尽力のあった郷土史家の史料

の展示を行います。 
日時:7/26(日)10:00～17:00 まで展示 
会場:川崎市大山街道ふるさと館 定員:どなたでも 
申込:直接会場にお越しください  参加費:無料 

◇第 2 回企画展記念講演 (高津区民祭参加事業) 
～殖産興業を前にした溝ノ口の当時の様子～ 
  日本の殖産興業を語る。 
日時:7/19(日)10:00～12:00 
講師:渡辺 賢二氏 
対象･定員:どなたでも 60名 
申込:受付中､電話･FAX･窓口  
参加費:300円            富岡製糸場 
 
･FAX･窓口 参加費:300円 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

☆「指導者・人材情報」「団体・グループ情報」のホームページ掲載について 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

☆２０１５年度 後期講座 受講説明会 
 かわさき市民アカデミ－では、2015年度後期に初めて受講される方やアカデミーのあらまし、手続きなど

を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－のホームページまたは「講座のご案内」パンフレットをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇夢パまつり 2015  あおぞらシャワーやウォー

タースライダーなどの水遊びスペシャル!!レインボ

ー商店街の縁日など夏のお楽しみがいっぱいです｡ 

日時:7/20(月･祝)11:00～16:00 

会場:川崎市子ども夢パーク 

対象･定員:どなたでも 

申込:当日､直接会場に  

参加費:無料 

 

 

 

 

青少年の家               044(888)3588 

◇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
にいっぱいの風船で遊べますよ。 
日時:9/1(火)･3(木) 共に 10:00～   
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｡ 25組(先着順) 
申込:7/2(木)～電話で受付  参加費:無料 
◇レッツチャレンジASOBI !  7月はプールで水遊びを
して､焼きそばを食べます｡9月は､金魚釣りやバームクー
ヘン作りを予定しています｡英語に親しむ時間もあり､有
意義に過ごせますよ｡ 
日時:7/12(日)､9/23(水) 共に13:15～16:00 

対象･定員:川崎市内在住あるいは在学 

の小学校4～6年生 各回30名(先着) 

申込:電話で受付中､9/23は7/12～電話で  

参加費:各回 300円(保険料･教材費)  
 
 
 
 

 

さぁ夏休み 学ぼう! 楽しもう! 生涯学習 

 

 夏休みの時期に開催さ

れる各施設の催しの一部

を紹介します。詳しくは、

お問合せください。 

 

 

◇ KUJIROCK‘15 ～SUMMER～ 
夢パークの音楽スタジオを利用する中高生が

企画・運営してつくりあげるライブイベントで
す。全力の熱い演奏を聴きに来てください。 

日時:7/26(日) 時間未定 
会場:川崎市子ども夢パーク 
対象･定員:どなたでも 
申込:当日､直接会場に 
参加費:無料 

 

 

 

専修大学      ℡911-1273 

｢ONE DAY TEAMMATE｣ 
日時:6/28(日)～ 

11月下旬の土日を 

中心に開催｡ 

会場:専修大学生田キャンパス 

対象･定員:各教室により対象や定員 

が異なります｡HP 等をご確認下さい｡ 

申込:電話等で｡各教室により期限が 

異なります｡HP 等でご確認下さい｡ 

参加費:無料 

 

 

 

 

 

川崎市黒川青少年野外活動センター 
「黒川サマーキャンプ」   ℡986-2511 
 タープテントを作りテント泊に
もチャレンジ!最後の夜はキャンプ
ファイア－で思い切り笑って､黒川
で夏の思い出づくりをしよう｡ 
日時:8 /11(火)～8/13(木) 
会場:黒川青少年野外活動センター 
対象･定員:川崎市内の小学生4～6年生 
申込:必要事項を記入の上 
往復ハガキで｡締切7/15(水)  
17時必着 ※詳しくは､ 
ウェブサイトもしくは 
お問合せ下さい｡ 
参加費:１人 6,000円 

 

 

 

 

 

 

北部身体障害者福祉会館 

℡811-6631 Fax811-6517 
「夏休みプログラム」 
～子どもから大人まで～ 見えな
い体験･ミニボランティア講習会｡ 
第１部 見えないってどんなこと? 
第２部 ミニミニ講習会 
日時:1部 7/22 ､ 2部 7/29 

各水曜日 13:00～16:00  
会場:川崎市北部身体障害者福祉会館  
対象･定員:1部･2部とも 

小学校4年生以上20名 
申込:電話又は FAX で｡ 詳しくはお

問い合わせください｡  

 

宮前市民館菅生分館  ℡977-4781 

すがお学びのサロン「はじめての手話」 
 手話でのあいさつや自己紹介の仕
方を学び､耳の聞こえない方とコミ
ュニケーションをしてみませんか。 
日時:Ａコース (週１回)7/23･30､8/6 

    の木曜日 13:30～15:00、 

Ｂコース(3日間集中)  

8/4(火)～6(木) 10:00～11:30 

対象･定員:興味･関心のある人(小学

3年生以下は保護者同伴) 

Ａ･Ｂコースとも  15名 

申込:7/15(水)13:00～電話･窓口直接 

参加費:無料(資料代 100円) 

 

宮前市民館    ℡888-3911 
「夏休み子どもあそびランド 2015」 
 宮前市民館全館を開放し､子ども

たちがいろいろな遊びを自由に体

験する場を作ります｡ホールでのパ 

     フォーマンスもあります｡

日時:8/23(日)  
10:00～15:00  

会場:川崎市宮前市民館 

対象･定員:どなたでも  申込:不要   

参加費:無料(材料費がかかるコー 

ナーもあります。上限 100円) 
 
 生活文化会館(てくのかわさき) 

℡812-1090 
｢夏休みものづくり体験教室｣ 

日時･内容:7/20(月)ハンカチ藍染教室 ､ 

7/21(火)･8/4(火)こども陶芸教室､

7/22(水)のり巻教室､ 8/1(土)バッグ

製作教室、磁石でアート＆四輪おも

ちゃ製作教室、ゆびわ手づくり教室､ 

リモコンロボット製作教室｡ 
時間は各教室共通で 10:00～12:00。 

対象･定員・参加費:各教室により対象 

・定員や参加費が異なります｡HP等で 

ご確認下さい｡ 申込:電話(先着順) 

※詳しくはお問い合わせください。 

 

 

川崎市民プラザ    ℡888-3131 
人形劇まつりin川崎市民プラザ 2015 
 プロからアマ 
チュアまで、た 
くさんの劇団が 
市民プラザのさ 
まざまな会場で 
人形劇を上演します｡ 
日時:7/19(日)10:00～16:00 
対象･定員:特になし  
申込:入場バッジ好評発売中!フロ
ントで直接又は電話で予約  
参加費:300円(3歳以上一律料金/入場 
オリジナルバッジをお渡しします) 

 

7 月 17 日(金)13:30～15:00 

生涯学習プラザ・2階 202会議室 

 

 

 

 

 

7 月 27 日(月)10:30～12:00 

高津市民館・11 階 第 4 会議室 

 

 

 

 

 

7 月 28 日(火)10:30～12:00 

中原市民館・2 階 第 1 会議室 

 

 

 

 

 

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

 

かわさき市民アカデミー
－ 

検索 

7 月 29 日(水)10:30～12:00 

宮前市民館・4 階 第 4会議室 

 

 

 

 

 

8 月 4 日(火)10:30～12:00 

麻生市民館・3 階 第 1会議室 

 

 

 

 

 

※説明会の参加は受講申込の条
件ではありません。お気軽にご
参加下さい。 

 

 

 

プラザ橘(高津市民館橘分館) 
℡788-1531 

「学ぼう!ストップ温暖化」 

 温暖化の最新情報を学び､燃料電

池の製作､パソコンの分解等､体験

を通して温暖化について考えます｡

夏休みの自由研究にも｡ 

日時:7/29(水)､8/3(月)･5(水)･6(木)･

7(金) 10:00～12:00 全 5回 

会場:プラザ橘(高津市民館分館) 

対象･定員:小学5年生から大人の方20名  

申込:7/8(水)9:30～電話か来館(先着順)  

参加費:無料(材料費 1,000円) 

 

 

 

 

 

子ども夢パーク              044(811)2001               
 
 
 
 
 

 

自分の知識や技能を

地域に活かしたい！ 

団体・グループ情報に

登録しよう！ 

指導者・人材情報に 

登録しよう！ 

仲間を増やし、 

活動の輪を広げたい！ 

登録申込書は､生涯学習プラザで配布しています。 
ホームページからもダウンロードできます｡ 

 

かわさきの生涯学習情報 検索 

外語ビジネス専門学校  
℡244-3111  FAX244-1166 

｢行ってみたいな!世界遺産の地図を作ろ

う｣ きれいな写真や楽しいクイズを通

して､海外が日本にどんな「世界遺産」が

あるかを知る､小学生向けの入門講座で

す｡興味を持った国や建物､自然や文化

について､講座終了後に自分で調べてみ

るなど､夏休みの自由研究に最適です｡ 

日時:7/25(土) 10:30～12:30 

会場:外語ビジネス専門学校 

対象･定員:小学生とその保護者 25組 

申込:受付中 電話･FAX･来校(先着順)で 

参加費:1,500円(世界遺産地図キット含) 

 
 

2015年
 一杯」の文字をひらがなの「いっぱい」に変更 

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 

※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。 

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。 

http://www.kpal.or.jp/
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明治大学の公開講座 

「JFAこころのプロジェクト 
夢の教室」講師 泉 浩 氏 

 2004年アテネオリンピック柔道

90kg級銀メダリスト 泉浩氏が自ら

の体験を通して「夢や 

目標を持つことの素晴 

らしさ」等を伝え､力 

強いエールを送る特別 

講演会です｡       (泉 浩氏) 

日時:7/28(火)10:30～12:30 

会場:明治大学生田キャンパス 

対象･定員:原則､小学校高学年の 

お子様と保護者､40名  

申込:電話で 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

日本ロボットビジネス体系 
講座 2015-2016 
 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:7/4(土)､9/12(土)､ 

13:30～18:00 

会場:川崎市産業振興会館  

対象･定員:どなたでも､各5名 

申込:詳しくは､HP､電話で  

参加費:各回 20,000円(但し 10日前

までに申込･振込の場合は18,000円)  

 
 

「ネイチャーボランティア」 
 センターの森『どんぐり山』の手

入れを行います｡作業は､木の除伐･

間伐､森の階段･柵作りなどです｡初

心者も大歓迎です。 
日時:毎月第 1日曜日 10:00～15:00 

会場:黒川青少年野外 

活動センター  

対象･定員:18歳以上 

の健康な方 

申込:電話、窓口  

参加費: 500円   
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常設展 
「岡本太郎のなんだ、これは!」展 
岡本太郎の芸術について､「芸術 

ってのは判断を越えて､『なんだ､こ

れは!』というものだけが本物なん

だ」と語っています｡本展は､『なん

だ､これは!』の精神を通して､改め

て岡本太郎の作品をご紹介します。 

日時:7/9(木)～10/4(日)9:30～17:00 

会場:川崎市岡本太郎美術館  

申込:当日､直接会場に  

参加費:一般 500(400)円､高･大学

生･65歳以上 300(240)円 ､中学生以

下無料｡( )内は20名以上の団体料金｡ 

7/18(土)以降は､ 

企画展とのセット 

料金になります。 

詳しくは､お問合 

せ下さい｡    (岡本太郎《森の掟》1950年) 
 

 

すがお学びのサロン 
「ピンホールカメラで撮影
してみよう」 

 カメラの写る仕組みを知り､ピンホー

ルカメラを作成し､実際に撮影してみよ

う｡夏休みの自由研究にもなります。 

日時:8/3(月)10:00～15:00 

会場:宮前市民館菅生分館 和室 

対象･定員:小学 1･2年生(保護者同 

伴)小学 3年生以上 15名  

申込:7/16(木)10:00～電話で(先着順) 

参加費:教材費 500円  

 
 

朝
あさ

活
かつ

ヨガ 武蔵小杉 
Ｓparkle―Ｙoga 

 いろいろ頑張るビジネスパーソ

ンの為の出勤前の朝活はいかが? 

目覚めのヨガで自律神経を正して

リフレッシュ !  初心者も歓迎｡ 

日時:毎週木曜日   6:30～7:30 

会場:Ｓparkle-Ｙoga スタジオ 

対象･定員:初心者からどなたでも 

(ハタヨガをベース) 

申込:｢sparkle-yoga.com｣で検索 

してください｡ 

参加費:1,500円 (その都度) 
 

 

 

 

毎月第３火曜日おたのしみ 

ラゾーナ寄席 7 月 
出演は､昔昔亭桃太郎､桂米多朗､ 

昔昔亭Ａ太郎､他｡今月も笑いのひと

ときをお贈りします｡ 

日時:7/21(火)18:30～20:30 

会場:ラゾーナ川崎プラザソル 

対象･定員:どなたでも 

申込:チケット取扱:窓口､電話等で 

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) 

 
 
かわさき市民アカデミーの音楽会 

伝統芸能を 
知る･楽しむ･体験する 

 日本の伝統芸能は古代から現代 

に至るまで､様々な種目が誕生し時

代による変化を経ながらも今なお

楽しまれています｡ 

豊かなバラエティ 

に富む日本の芸能 

の魅力を知り､楽しむとともに実技

指導も体験します｡講師 洗足学園

音楽大学 森重行敏氏､演奏と解説 

津軽三味線演奏家 山中信人氏。   

日時:7/6(月)13:30～15:00 

会場:高津市民館大会議室 12階  

対象･定員:18歳以上の方 50名  

申込:直接会場へ 

参加費:無料(資料代 700円) 

世界の音楽に親しむ 
～バリ･ガムランと東南アジア～ 

 世界各地の人々の生活を彩って 

きた様々な音楽｡昔から親しまれて 

きたものもあれば､他民族との接触 

や歴史的な出来事によって変化し 

たり新たに作りだされるものもあ 

ります｡講師 国立音楽大学 横井雅子氏｡他 

日時:7/30(木)14:00～15:30 

会場:新百合21ホ-ルB2多目的ホール｡ 

対象･定員:18歳以上の方  100名 

申込:直接会場へ 

参加費:無料 

(資料代 1,000円) 
 

 
 

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 

 

※参加費の記載のないものは無料 
 

夏休み親子 点字･手話教室 
 基本的な点字･手話を学び､障害 

者の方々への理解を深めていただ 

く教室です｡ 

日時:点字 7/27(月)～7/28(火)(全2回) 

手話7/29(水)～7/31(金)(全3回) 

共に 10:00～12:00 

会場:南部身体障害者福祉会館  

対象･定員:市内在住の小学生の親子 

(小学生だけでも可) 

点字 10組 20名 

手話 15組 30名 

申込:往復ハガキに住所､ 

親子氏名(ふりがな)､電話番 

号､学年､「点字･手話･両方」と明記のう 

え郵送(電話､FAXでも可)7/17(金)締切｡ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パソコン講座～夏季日程募集～ 
 初心者向けのパソコン講座やス
マートフォン(LINE の使い方)講座､
仕事に活用するためのステップア
ップ講座があります。 

初心者から中級者までの 
パソコン講座 

 初心者パソコン､スマートフォン､
ワード､エクセル､ホームページ､パワ
ーポイント等｡１日か２日のコースに
なっています｡ 
《両講座共通》 
日時:月曜日～日曜日 
(詳細はパンフレットにて) 
会場:川崎市産業振興会館  
対象･定員:初心者向けからステッ
プアップ希望者まで  8名  
申込:随時(詳しくは問合せ下さい)  
参加費:10,000円/5,000円(税･テキ
スト代込) 

 

 

 

 

 

 

 

 

【かわさき市民アカデミー】 
℡733-5590  

市民自主学級 

「里山の魅力を探る」 

高津区市民健康の森を舞台に､

様々な体験を通じて自然に親しみ､

貴重な里山を守り育て､ 

未来に向けて伝えてい 

くことを考えます｡ 

日時:7/9･23､8/27､9/10､10/1･29 

全 6回(木曜日) 9:00～12:00 

会場:プラザ橘､高津区市民健康の森  

対象･定員:シニアやこれからシニア

になる方 20名  
申込:受付中、電話又は来館(先着順) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【岡本太郎美術館】℡900-9898  
 

パワーアップセミナー 
市民活動団体のホームぺージ制作 

講座です｡ 

日時:8/1(土)13:30～16:30 

会場:かわさき市民活動センター 

会議室 

対象･定員:川崎市内のボランティア･ 

市民団体や関心のある方  20名 

申込:①氏名②住所③電話④所属団 

体⑤FAX(ある方)を明記の上､電話･ 

Faxにて申込下さい｡  
参加費:500円 

 

 

オープン･カレッジぱいでいあ2015 

秋期受講生募集のご案内 
 アジアのことば中心の語学､美術､ 

音楽､文芸など多様な講座を取り揃 

えました｡資料請求･お問合せをお待 

ちしております。 

日時:9月下旬からスター 

トし､各講座原則 10回  

会場:和光大学ぱいでいあ教室 

対象･定員:どなたでも(講座によっては

受講条件があります｡詳細は､7 月中旬発

行予定のパンフレットでご確認ください) 

申込:パンフレットに綴込みの申込書を 

和光大学 企画広報係 大学開放センター宛 

に郵送又はFAX､7月中旬以降 和光大学HP 

からも申込ができます｡  8/31(月)締切 

参加費:15,000円から (講座によって 

異なります｡詳細は､7月中旬発行予定 

のパンフレットでご確認ください) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【プラザ橘(高津市民館橘分館)】    
℡788-1531  

 

明治大学工学部 
「夏休み科学教室」 

 明治大学理工学部では､地域社会と

の交流にも積極的に取組んでいます｡夏

休み科学教室では､毎年周辺地域の親子

の参加を募り､実験･実習･工作を通じて

自然科学の不思議さや､もの作りの面白

さを体験してもらっています｡この夏､

楽しいひと時を過ごしませんか｡ 

日時:8/5(水)13:00～17:00 

会場:明治大学生田キャンパス 

対象･定員:小学校１年生～高校3年生 

･302名(テーマごとに定員あり) 

申込: 7/1(水)～7/10(金)理工学部 

のホームページの「参加申込」から。 

当選者には 7月末ま 

でに案内状を送付し 

ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

【明治大学理工学部】 
  ℡934-7576  

【明治大学リバティアカデミー】 
 ℡03-3296-4423  

 

音楽交流サロン奏(かなで) 

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

サロンです。H27年 4月から実施日が､

偶数月は第 4木曜日､奇数月は、第 2･

4木曜日に変更になりました。 

日時:7/ 9(木)テーマ『夏･海･空②』 

7/23(木)テーマ『夏･海･空③』 

8/27(木)テーマ『月･老･羽①』 

9/10(木)テーマ『月･老･羽②』 

    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) 

ふれあい夏祭り 
各種模擬店(焼きそば､かき氷､その

他)､ゲーム､太鼓､踊り､民謡など各団

体の演技､作業製品展示販売他､盛りだ

くさんです。新百合ヶ丘南口､タクシー

ロータリー横より学園マイクロバスが

送迎を行います｡15:00出発予定。 

日時:8/6(木)16:30～19:30 

会場:川崎授産学園  

駐車場 

対象･定員:どなたでも 

申込:不要 

 

 

 

【川崎授産学園】   
℡954-5011 Fax954-6463 

 

【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 

【ロボティック普及促進センター】   
℡047-493-2490 

【Ｓparkle―Ｙoga 】 
  ℡070-5545-6979 

 

【(公財)川崎市産業振興財団】 
℡548-4121 

 

【和光大学】℡988-1433 Fax988-1594 
 

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

 

【宮前市民館菅生分館】    
℡977-4781  

 

BOSS 2015 
(Battle of Science Show 2015) 
 サイエンスショーの達人 4組が､
Bossの称号を目指し､サイエンスシ
ョーを行い､観覧者の投票によって
優勝者を決定します｡ 
日時:8/13(木)13:00～15:30 
会場:川崎市産業振興会館  

対象･定員:会場審査員として約 2 
時間のサイエンスショーに参加で 
きる方｡ 抽選で 350名  
申込:東芝未来科学館 HPより申込 
 

 

 

【東芝未来科学館】 ℡549-2200 
 

【川崎市黒川青少年野外活動 
センター】        ℡986-2511  

 

川崎市内で行われる講座・イベント情報をお寄せください。掲載希望の場合は、当財団ホームページよりお申込みいただけます。ホームページでは､これ以外の情報も掲載いたします。 
 


