
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浅野総一郎氏 

｢なかはら 

アクトストリート2016(NAS 2016)｣ 
今回で８回目となる「なかはらアクトストリ

ート２０１６（ＮＡＳ2016）」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＆ 

 VISION 2016」 
  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、 

手作りのフェスティバルです。 

 

 

 

            

 

中原市民館 

日時:3/12(土)  13:00 開演  ℡:951-1300 
 

日時:2/20(土) 10:00 開始 ℡:433-7773 

 

 

 

☆シニア講演会 
日時:12/1(火) 14:00～16:00(開場 13:30) 会場:川崎市生涯学習プラザ4階会議室 (℡733-6626) 
講師:林 勝 彦氏(元ＮＨＫプロデューサー) 申込:【10月 1日(木)より募集中】1.郵便（往復は 
がき）は､往信裏面に「シニア講演会申込み」､名前､年齢､性別､ご住所､電話番号をご記入の上､下記 
までお送りください｡あて先：〒２１１－００６４ 中原区今井南町２８－４１「川崎市生涯学習財 
団シニア講演会担当」2.Ｅメールは､件名を「シニア講演会申し込み」とし､名前､年齢､性別､ご住所､ 
電話番号をご記入の上､suisin3@kpal.or.jp まで､送信してください｡3.ＦＡＸ（０４４－７３３－６６９７）の場
合は､郵便と同様の内容でお送りください｡※申込みの締め切りは、11月 13日（金）必着。応募者多数の場合は、抽
選とさせていただきます。★申込みされた方全員に、メール 又は はがき・ＦＡＸで参加の可否の連絡をします。
11月 24日(火)までに連絡がない場合は、電話でお問合せ下さい。 
 
 

☆27年度 第 3期 健康・体力づくりスポーツ教室   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) 

からだをつかって英語で遊ぼう！
教室           （35組） 

1/18～3/14 
(2/22は休み) 

月曜日(全 8回) 
 9:45～10:30 

保護者１名･子ども１名 6,600円 
保護者１名･子ども2名 8,230円  

骨盤エクササイズ教室（25名） 1/13～3/16 
水曜日(全 10回) 
11:00～12:00 

７，２００円 

ZUMBA(ズンバ)教室   (40名) 
☆保育付き（別途保育料 5,800円） 

1/15～3/18 
金曜日(全 10回) 
 9:45～10:45 

７，２００円 

親子リトミック教室   (25組) 
☆受講時生後 6ヶ月～1歳半まで
のお子さんと保護者 

1/15～3/4 
金曜日(全 8回) 
11:15～12:00 

保護者１名･子ども１名 6,600円 

エアロビクス教室      （40 名） 
☆保育付き(別途保育料 4,800円) 

1/18～3/21(祝日) 
(2/22､3/14は休み) 

月曜日(全 8回) 
11:00～12:00 

５，７６０円 

■申込み方法：往復はがき（各教室１人１枚）に、下記事項をご記入ください。①受講を希望する教室名 ②名前（ふりがな） 

③性別・年齢 ④住所（〒）⑤電話番号・ファックス番号 ⑥保育付き講座希望の方は保育の有無 直接の申し込み 申し込み

必要事項を記入した用紙と官製はがき 1枚（宛名面に申込者の郵便番号・住所・氏名を明記）をクリップでとめてご来館の上ス

ポーツ教室担当にお渡しください。※からだをつかって英語で遊ぼう！教室、親子リトミック教室希望の方はお子さんの名前、

生年月日、年齢、性別もご記入ください。※返信用には、申込者の住所、名前（様もご記入ください）を明記してください。 

■あて先：〒211-0064 川崎市中原区今井南町２８－４１ （公財）川崎市生涯学習財団事業推進室 スポーツ教室担当 

■応募締切 平成 27年 11月 27日（金）※必着応募者多数の場合は、抽選とします。 

■受講料払込等の案内：抽選結果等と合わせ､申込み締切り日以降に郵送します｡受講料には傷害保険等にも充当している

ため、教室開始後キャンセルされる場合は返金できません。傷害保険に加入しますが妊娠に関わる事由には適用されません。

受講途中でご妊娠がわかった場合は受講を中止していただきます。また、申込みされたご本人以外の受講はできません。 

〈スポーツ教室の申込み・問合せ〉（公財）川崎市生涯学習財団事業推進室 スポーツ教室担当 電話044(733)5894 FAX044(733)6697 

 
 
 
 
   

 市内には芸術と触れ合う講座やイベントが数多くあります。そこで市が支援
している地域の方たちが主体となった､自由な表現･舞台活動の事業を中心に､
その一部を紹介させていただきます。詳しい内容については、お問合せ下さい｡ 

 

        「ちっちゃい演劇 

フェスティバルVol.7」 
         今年度のテーマは「急がば回 

れ」。地域で表現活動をしてい 

る方たち１０組が、このテーマ

を自由に解釈し、表現発表の舞 

台に立ちます。表現ワークショップ「みんなでク

ラウン（ピエロ）」の受講生の成果発表も行います。

（出演者募集は終了しています。） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

多摩市民館 

日時:12/13(日) 13:00開演  ℡:935-3333 

 

公益事業 親子音楽鑑賞会 

「王子様とお姫様の音楽会」 

出演は StressFree（ストレスフリー）｡音楽のまち

川崎を拠点として活動するハープ＆フルートデュオ

の奏でる癒しの旋律を､ごゆるりとご堪能ください！ 

対象･定員:どなたでも｡250名 (先着順) 

申込:11/10(火)より電話またはご来館にて受付 

参加費: 1人500円 5歳未満のお子さま無料 

 

 

 

会館とどろき 

日時:12/12(土)  14:00～15:30 
(13:30受付開始) ℡:733-3333 

 

◇おはなし×おはなしパーク   ボランティアさ
んによる絵本の読み聞かせです。（毎回 11:00より） 
日時:荒木さんの読み聞かせ  第 1木曜日 
   中川さんの読み聞かせ 第２火曜日  
   おはなしブックカフェさくら 

第３木曜日  
対象:乳幼児 
申込:当日会場に直接お越しください 

 

 

 

子ども夢パーク             044(811)2001 
◇こどもゆめ横丁 2015   1日限りの子どもの街が

出現します。主役は子どもたち。お店 

の建設、商品づくりや、いくらで売る 

かも自分たちで決めて、現金を使って 

商売をします。みんなあそびに来てね！ 

日時:11/8(日)11:00～15:00   
対象･定員:どなたでも 申込:当日､直接会場に 

 

大山街道ふるさと館          044(813)4705 

◇第 2 回ふるさと発見講座 Fax044(814)0250 

川崎の発展に尽くした人物伝  ～浅野総一郎と秋元喜四郎～ 

浅野セメント・浅野造船所（後の日本鋼管）の創始

者で知られる浅野総一郎と御幸村の橘樹郡会議員秋元

喜四郎との出会いの中で南武鉄道が開通する。裸一貫

から出発した総一郎。その総一郎が実業家として一代

で浅野財閥を築く。その生涯における人間模様につい

て時代背景も交えながら成功までの苦労、エピソード

等を熱く語っていただきます。 
日時：12月８日(火）13:30～ 
講師：小川信夫氏（演劇作家）    

定員：60 名（先着順）        

申込：11 月９日(月)受付開始 
ふるさと館まで（電話、ＦＡＸ、窓口） 
参加費：300 円（資料代を含む） 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 28-41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:jyoho2 @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。 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

青少年の家                 044(888)3588 
◇レッツチャレンジ ASOBI！   
たき火をして焼き芋を食べよう。英語に親しむ時間 
もあり、有意義に過ごせますよ。 
日時:11/23(月)13:15～16:00 
対象･定員:市内在住あるいは在学 
の小学校 4～6年生 30名（先着順）  
申込:電話で受付中 
参加費:300円(保険料・材料費) 
◇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
ルにいっぱいの風船で遊べます。  
日時:12/1(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:11/5(木)から電話で受付  参加費:無料 
 
 

芸術のかわさき 
 

 

企画展「江口寿史展 KING OF POP」「すすめ!!パイレーツ」などで知られるマン

ガ家で、イラストレーターとしても活躍を続ける江口寿史の回顧展です。原画など300点以上を展示しま 

す｡ 対象･定員:どなたでも  申込:不要  入場料: 一般700（560）円、高校生・大学生・65歳以上600（480）円｡ 

※中学生以下無料。（ ）内は 20名以上の団体料金。 
 

麻生市民館 

市民ミュージアム 

日時:12/5(土)～1/31(日)  ℡:754 -4500 
 

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 

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


   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ダンスパーティ 
「フラダンス・フォークダンス」 
 フラダンス・フォーク 

ダンスで交流を深めます｡ 

日時:12/8(火) 

9:30～11:30 

会場:宮前老人 

福祉センター 

対象･定員:市内在住の 60歳以上の 

方、定員なし（ただし、安全管理上、 

入場制限をする場合があります）  

申込:不要、当日直接会場へ  

 

川崎市立図書館読書普及講演会 

消えゆくもう一つの川崎を描く 

 郷土の文化を記録した映画を制作し、図

書も出版している小倉美惠子氏（文筆家・

映画プロデューサー）による講演です｡ 

日時:11/19(木)18:30～20:30 

会場:中原市民館 多目的ホール 

対象･定員:どなたでも｡  300名 

申込:募集中､ 図書館･分館･閲覧所カ 

ウンターにある申込書と 

引き換えに整理券を配布 

（１人２枚まで）。中原図 

書館のみ電話でも受付。 
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スマートフォン・タブレッ 
ト何でも相談講座 
シニアの方々を対象としたスマー 

トフォン・タブレットの使用法、利 
用法の講習です。個別対応方式で、 
一人一人の相談にお応えします。 
日時:11/ 4･ 11(水) 13:30～16:00 

11/19・26(木)   9:30～11:30 
12/ 2(水)               13:30～16:00 
12/ 9(水)       9:30～11:30 
12/15・22(火)  9:30～11:30 

会場:中原市民館  

対象:対象はシニアの方 

定員:各回､先着 20名程度 

申込 :不要､当日参加可能（ご 

都合の良い時間にお越し下さい） 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

公開講座 
市民向けの医療に関する公開講座。 

病気や予防法の知識を深めます。 
〇「知って得する甲状腺の病気」 
～わかりやすい甲状腺疾患の種類と概念～  
開催日:11/14(土) 

赤須 東樹 内分泌外科部長 
〇「がんとの上手なつきあい方」 
開催日:12/19(土) 

勝俣 範之 腫瘍内科部長  
《各講座共通》 
時間:14:00～15:00 (開場 13:30) 
会場:日本医科大学武蔵小杉病院 
対象･定員:市内在住､どなたでも 
申込:不要  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

サロンとして毎月実施しています。 

日時:11/26(木)テーマ 『秋･幼･繁③ 』 

 12/24(木)テーマ『冬･新･楽③』 

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) 

 

 

 

 

【川崎授産学園】  ℡954-5011  
 

【活き生きクラブ】  
℡090-6015-8805 

 

【宮前老人福祉センター】 
℡877-9030  

 

鏡もちプロジェクト 
 TARO 賞作家の豊福亮さんといっし

ょに巨大な鏡もちに、みんなで飾りつけ

をします。飾りつけに使うのは、参加者

の皆さんに持って来てもらう、「いらな

くなったもの」です。家庭の思い出の品、

おもちゃなどを金色に装飾して、年の瀬

にふさわしい豪華な鏡もちを一緒につ

くり､新年を迎えましょう！ 

日時:12/12(土)･13(日)･19(土)･

20(日) 13:00～16:00 

会場:川崎市岡本太郎 

美術館 母の塔前広場 

対象･定員:どなたでも 

(小学低学年以下は保護者同伴)  

申込:不要。参加される方は、当日、 

必ず家庭の不用品をお持ちくださ 

い｡※家電製品､生物､家具､危険物 

は不可｡陶磁器､スチール､ガラス製 

のもので小さいものは装飾として 

使えます｡ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

毎月第３火曜日のおたのしみ 

｢ラゾーナ寄席 11 月｣ 
出演は､三笑亭笑三､桂米多朗､

桂竹千代､他｡今月 

も笑いのひととき 

をお贈りします。 

日時:11/17(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：ラゾーナ川崎

プラザソル窓口、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 

 

 

 

【とどろきアリーナ】℡798-5000 
 

ペップトーク研修会 
 ペップトークとは､短くても心
が輝き元気が出る激励の話術。ほ
めて育てるを実践しましょう。講
師は､岩崎由純氏です｡ 
日時:11/14(土)18:00～20:00 
会場:川崎市とどろき 

アリーナ研修室 
対象･定員:スポーツ指 
導者やスポーツを楽しん 
でいる方､興味のある方｡ 
申込:当日、直接会場に 
。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よちよち歩きの子あつまれ   

～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:11/19(木)10:00～11:30 

会場:川崎市青少年の家 
対象･定員: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｡40組(先着順) 

申込:電話で受付中   

参加費:保険料等として  1組200円 

和光大学地域連携研究センター 

開設記念シンポジウム 

「地域と和光大学との協働」 
和光大学「地域連携研究センター」

の開設を記念し、シンポジウムを開催
する。基調講演、事例発表、パネルデ
ィスカッションなどを予定。同日に「ア
ジアフェスタ」「ジェンダーフォーラム
映画上映会」なども開催します。 
日時:11/7(土)11:00～17:30(予定) 
会場:和光大学 
対象･定員:どなたでも 
申込:当日、直接会場に  

 

 

 

【和光大学】    ℡988-1433 
 

かわさきマイスターに学ぶ 
アイロンがけ教室 

各自アイロン、ワイシャツ 1枚
を持参してもらい、かわさきマイ
スターの卓越したアイロン仕上げ
の技術を学びます。 
日時:11/22(日)10:00～12:00 
会場:川崎市生活文化会館 
対象･定員:一般 20名 
申込:電話受付 抽選 11/13(金)締切 
参加費:1,000円 

 

 

 

 

 

 

 

第38回聖マリアンナ医科大学 
公開講座「最新医学講義」 

 最先端の医学を様々な角度か

ら取り上げます。 

日時:12/2～2/17毎水曜日19：00～20：00 

全10回（但し､12/2､2/17は終了が20:10） 

会場:川崎市多摩市民館 会議室 

対象･定員:18歳以上 全回参加できる

方 定員30名（定員を超えた場合は抽選） 
参加費:5,000円（税込） 
※内容､申込等の詳細はホームペ
ージをご覧ください｡ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

第２６回あさお福祉まつり 
福祉啓発を目的とした楽しいお

祭りです。区内の福祉活動の紹介、

ホールでの舞台発表、福祉体験（手

話、点字、車椅子、高齢者疑似体

験等）、飲食・自主製品の販売など。 

日時:11/15(日)10:00～15:00 

会場:麻生市民館、麻生区役所・ 

区役所前広場等 

対象･定員:どなたでも  

申込:当日、直接会場に 

参加費:飲食や物品販売等は有料。  

 

 

 

 

 

 

 

【中原図書館】   ℡722-4932 

 

【聖マリアンナ医科大学】 
℡977-8111 

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:11/14､12/12､1/23 

各土曜日 13:30～18:00 

※内容は各回同じですので都合

の良い日をお選びください｡ 

会場:川崎市産業振興会館  

対象･定員:各 5名 

申込:詳しくはホームページ 又は電話で 

参加費:2万円 

（但し 10日前ま 

でに申し込み・ 

振込みの場合は 

1万８千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お悩み解決！ 
離乳食マル得講座 

管理栄養士が離乳食の作り方や進

め方についてのお話をします。離乳食

の試食や歯科相談、 

保護者の方の骨密 

度測定もあります｡ 

日時:12/14(月) 

10:00～12:00(9:30から受付) 

会場:宮前区役所保健福祉センター 

対象･定員:市内在住の7～11か月頃 

のお子さまと保護者の方 15組先着 

申込:11/20(金)午前９時から電話ま 

たはファックス。ファックスの場合 

は､(1)講座名 (2)お子さまの氏名･生 

年月日(3)保護者の方の氏名・生年月 

日(4)お住まいの地区 (5)日中ご連絡 

のできる電話番号(6)ファックス番号 

をご記入ください。参加の可否につい 

ては、折り返しご連絡いたします。 

参加費:試食材料費 50円程度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【宮前区役所保健福祉センター 
地域保健福祉課】 

℡856-3291 Fax856-3237 

【川崎市岡本太郎美術館】   
          ℡900-9898 

 

【ラゾーナ川崎プラザソル】  
 ℡874-8501 

【ロボティック普及促進センター】 
℡047-493-2490 

※参加費の記載のないものは無料 

平成２７年度  

福祉教育セミナー小地域版 
（1）施設紹介、施設見学（2）話題
提供（利用者）※変更の可能性あり
（3）グループ懇談 
日時:11/6（金）13:30～15:30 
会場:社会福祉法人なごみ福祉会

『多摩川あゆ工房』 
対象･定員:一般区民（主に中野島地 

区）20名 ※先着順 
申込:募集中  
 

 

 

プラザの森コンサート 

日時:11/8(日)14：00開演(13：30開場) 

会場:川崎市民プラザふるさと劇場 

対象･定員:どなたでも 489名 

申込:チケット発売中！市 

民プラザで直接、またはお 

電話にてご予約ください。 

参加費:1,000円 

(全席自由) 

 

 
 

 

【青少年の家】     ℡888-3588 
 

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

 

太極拳無料講習会 
 太極拳初心者講習､太極拳基本
功・基本動作簡化 24式太極拳前半｡ 
〈水曜日コース〉 
日時:11/4～毎週水曜日 19:00～
20:30(全 4回) 
会場:川崎市立坂戸小学校 体育館 
対象･定員::初心者から経験者ま 
でどなたでも｡ 15名程度  
申込:直接電話で受付中 
〈土曜日コース〉 
日時:11/7～毎週土曜日 
10:00～11:30(全 4回) 
会場:川崎市教育文化会館 第 4学 
習室(11/7･14･21) プラザ田島 
第 1・2学習室(11/28のみ) 

対象･定員:初心者から経験者まで､ 
どなたでも。10名程度 

申込:直接電話で受付中  

 

 

 

パワーアップセミナー 
〇助成金申請の秘訣 講師:元富士
ゼロックス東京 ㈱ＣＳＲ部社会
貢献グループ 伊藤清和氏 
日時:11/7 (土)  
〇仲間つくり 講師：参画はぐくみ
工房代表 竹迫和代氏 
日時:12/12 (土) 
《各講座共通》 
時間: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)6階 
対象･定員:川崎市内のボランティア･
市民活動団体や関心のある方  20 名 
申込:①氏名 ②住所 ③電話 ④所
属団体名 ⑤FAX/メール（ある方）
を明記の上、電話・ＦＡＸ等にて
申込みください｡ 
参加費:500円  
 
 

【無極天生太極会】℡090-9200-9171 
 

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。お寄せいただいた情報は、ホームページにも掲載いたします。 
 

【日本医科大学武蔵小杉病院】 
℡733-5181 

 

 

【川崎市生活文化会館】  
(てくのかわさき)    ℡812-1090  

【川崎市民プラザ】 ℡888-3131 

 

 

【麻生区社会福祉協議会】 
℡952-5500 

【多摩区社会福祉協議会】     
℡935-5500 


