
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

◇親子でもっと遊ぼう会  
プレーパークで一緒に遊びませんか？汚れても

よい格好で来てください。4/13 かまど deお茶会、
5/11 缶オーブンを予定。 
日時:4 /13(水)､5/11(水)10:30～13:00 
対象･定員:乳幼児親子 
申込:不要｡当日直接会場へ 
参加費:無料 

 
 
 
 

川崎市は、市民が愛着と誇りが持てるまちづくりとまち

のイメージアップを図るため「音楽のまちづくり」を進め

ています。市内には複数の音楽教育・研究機関が立地する

とともに、音楽を愛好する市民によるアマチュア合唱団、 

吹奏楽団やオーケストラ等の数が 100 を超え、こうした団体による多彩な音楽イベントが行われるなど、音楽活動が活発に

行われています。またその中には、一人ひとりと向き合いながら少しずつ連帯の輪を広げる草の根的な音楽活動をする団体

なども数多くあります。今回は、教育委員会が後援している一部を紹介します。(問合せは主催者にお願いいたします) 

 

 

音楽のまち・かわさき 
 

 

■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）し､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。また､「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。※保護者の方が、受講
される対象年齢のお子さん以外のお子さんを抱っこ、またはおんぶしてのご受講はできません。ご了承ください。 
■あて先：〒211-0064 川崎市中原区今井南町 28-41  
■応募締切：｢からだをつかって英語で遊ぼう！｣「親子リトミック｣は、平成 28 年 3 月 4 日（金）必着です。｢気功太
極拳教室｣「たのしいフラダンス教室｣は、平成 28 年 2 月 29 日（月）必着になっていますが、両教室とも定員に満たな
い場合は申込締切後も募集しますので、スポ－ツ教室担当までお問い合わせください。 

■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。 

受講料は傷害保険等にも充当しているため、教室開始後に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 

お早目にお申し出ください。また、申し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  FAX 044(733)6697 

 

☆平成 28年度 第 1期 健康・体力づくりスポ-ツ教室  
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（30 組） 
※対象 2 歳、3 歳の未就園児のお子さんと保護者 

4月 11 日～7月 4 日 
(5/2 は休み) 

月曜日（全 12 回） 
9：45～10：30 

保護者 1 人子ども 1 人 
9,870 円 

気功太極拳教室〈水曜日コース〉（40 名） 
4月 13 日～7月 6 日 
(5/4 は休み) 

水曜日（全 12 回） 
13：15～14：45 

8,640 円 

たのしいフラダンス教室（25 名） 
4月 14 日～7月 7 日 
(5/5 は休み) 

木曜日（全 12 回） 
10：00～11：15 

8,640 円 

★親子リトミック教室 (25 組) 
※対象 生後 6 か月～1 歳半くらいまでのお子さんと保護者 

4月 15 日～7月 1 日 
(4/29・5/6 は休み) 

金曜日（全 10 回） 
11：15～12：00 

保護者 1 人子ども 1 人 
8,220 円 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 11回ピティナ町田支部 

ピアノコンペティション入賞者

記念コンサート 

日時：3/20(日)12:30 

場所：昭和音楽大学ユリホール 

主催：ピティナ町田支部 

℡042-722-2910 

 

 

文化の風・春コンサート 2016 

「愛とロマンの饗宴」 

日時:①4/4(月)14:00 

     ②4/6(水)18:00 

場所：①麻生市民館 ②多摩市民館 

主催:芸術の街研究会 

℡090-2414-0734 

 

 

 

川崎市民交響楽団 

第 183回定期演奏会 

日時：4/16(土)18:00 

場所：エポックなかはら 

主催：川崎市民交響楽団 

kawakyo.info@ezweb.ne.jp  

℡080-1275-1056 

 

 混声合唱団「樹林」 

第 21回定期演奏会 

日時：5/14(土)13:30 

場所：ミューザ川崎 

シンフォニーホール 

主催：混声合唱団「樹林」 

 ℡044-857-3590 

 

 

 

第 16回川崎ハーモニカ音楽祭 

日時：5/20(金)､21(土)12:30 

場所：エポックなかはら 

主催：川崎ハーモニカ協会 

℡044-722-8247 

 

 

第 20回全日本中学生・高校生 

管打楽器ソロコンテスト 

日時：3/28(月)9:45(中学生部門) 

13:45(高校生部門) 

場所：昭和音楽大学ユリホール 

主催：公益社団法人日本吹奏楽指

導者協会(JBA) ℡03-5275-5618 

 

 

 

 

ミュージックフェスタ 2016 

宮前ウィンドオーケストラ 

第 30回記念定期演奏会 

日時：5/22(日) 14:00 

場所：宮前市民館 

主催：宮前ウィンドオーケストラ 

℡044-853-1451 

 

 

 

第16回 麻生シャンソンフェスティバル  

ラ・シャンソン エヌ   

チャリティーコンサート 

日時：5/15(日)16:30 

場所：麻生市民館 

主催：ラ・シャンソンエヌ  

℡044-966-6143  

 

大山街道ふるさと館          044(813)4705 

◇第 1 回 ふるさと町歩き講座 
 町歩きをしながら地域が発展してきた歴史を学び 
ます。(溝口から下作延を巡ります。) 
日時:4/23(土)13:00～16:00  定員:30人     

講師:佐藤 忠氏（高津シルバーガイドの会代表） 

集合:ＪＲ南武線武蔵溝ノ口駅改札前広場  参加費:500円 

申込:3/24 (木)から電話、ＦＡＸ、窓口で 

◇第１回ふるさと発見講座 
川崎の発展に尽くした人物伝､「内 

藤陵雲を中心とした川崎の石工たち」 
日時:5/14(土)10:00～12:00  

講師:林 浩一氏  定員:60人  

会場:ふるさと館イベントホール 

申込:4/10(日)から電話、ＦＡＸ，窓口で 

参加費:500円 
 
 
 
 
 
 

いっしょに楽しもうよ！「川崎市子ども会議」メンバー募集! 
川崎市子ども会議では、平成２８年度一緒に活動を進め 

てくれる子ども委員を募集しています。 

・活動日：月２回（第１・３日曜日） 

・活動場所：川崎市子ども夢パーク 

・対 象：小学４年～高校３年（同等年齢）川崎市内に住 

んでいる・学校へ通っている子ども、勤務している方。 

 

 

〈問い合わせ先〉教育委員会生涯学習推進課 200-3565 

 

 

第 15回ブルー･スカイズ ジャズ
コーラスコンサート 
日時：4/16(土)16:00 

場所：麻生市民館 

主催：高津ジャズコーラス  

ブルー・スカイズ 

otoiawase@blueskies.jp 

   

 

 

 

 

川崎市子ども会議とは・・・ 
 「川崎市子どもの権利に関

する条例」に基づいて、平成

１４年に設立されました。 

 子どもの意見を川崎市の施

策に活かすため、１年間の取

組や意見をまとめ市長さんに

報告したり、定期的な学習会、

エコ活動を行ったりします。

また、「かわさき子ども集会」

の運営も行います。 
 
 
 
 

いつでも見学ＯＫです。 
ぜひ見学にいらしてください。 

青少年の家                 044(888)3588 
◇川崎市青少年の家フェスタ  
  施設を利用されている方々の日頃の成果の展示・ 
発表、地域の方々による模擬 
店等の出店で毎年たいへん盛 
り上がるお祭りです。 
日時:3/13(日)10:00～15:30 
(フリーマーケットのみ9：00～) 
対象･定員:どなたでも  
申込:不要。直接会場へ 
◇よちよち歩きの子あつまれ～パネルシアター 
2人組「ハッピーメロディー」による楽しいパネル

シアターです。 
日時:3/25(金)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｡親子で 150名(先着順) 

申込:電話で受付中  参加費:無料 
 

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。 

子ども夢パーク              044(811)2001               
◇まいにちがプレーパークの日！！ 

７日間まいにちたき火と工具が使えます！ベーゴマや 
けん玉などのむかしあそびもできるよ。 
日時:4/29(金)～5/5(木)   
対象･定員:どなたでも 
申込:不要｡当日直接会場へ 
参加費:無料 

 
 

 
 
 
 

mailto:kawakyo.info@ezweb.ne.jp
mailto:otoiawase@blueskies.jp
http://www.kpal.or.jp/


   

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～消費者のつどい2016in川崎～ 
もう、だまされない。地域で高め

よう「見守り力」 

 リフォーム詐欺や悪質な 

訪問販売など年々増加して 

いる高齢者の消費者トラブ 

ル。その未然防止・早期発 

見・被害拡大防止を図るポ 

イントについて考えるつどいを開催しま

す。高齢者の消費者トラブルの現状、判

断能力が不十分な方々の財産や権利を保

護し、生活を支援する制度や消費者トラ

ブルを心理学の立場から解説します。 

日時:3/5(土)14:00～ (受付開始 13:30) 

会場:川崎市総合自治会館ホール 

定員:200名  

申込:住所・氏名・年齢・電話番号・

参加人数を記載し､はがき･Fax･電

話（平日 9:30～17:30）で申し込み

ください。（あて先）〒210-8557（住

所不要）「見守り力」事務局（東京

新聞ＴＯＤＡＹ内） 

電話：245-5885 Fax:245-5888 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

福祉講演会 
  月森久江氏を講師にお迎えし､学 

校･家庭･ 

地域でで 

きる発達 

障害への 

支援についての講演会を行います｡                            

日時:3/12(土)14:00～16:00 

会場:川崎授産学園 体育館 

対象:定員:どなたでも 150名 

申込:電話･Faxにて。3/7(月)まで  
 
 
 
 
 
 
 

川崎市内施設・団体の生涯学習講座・イベント情報  
詳しくは、当財団又は各施設・団体のホームページをご覧いただくか、電話でお問い合わせください 

 

ＫＩＤ’Ｓバスケットボール 

 バスケット初心者向けの教室で

す。お気軽にお越しください。 
日時:3/1･8･15･22､4/5･12･19･26､
5/10･17･24･31(火) 16:30～17:20 
会場:高津スポーツセンター大体育室 

対象･定員:小学生 30名 

申込:当日受付。予約不要  

参加費:500円 
 

 

 

【川崎授産学園】  ℡954-5011  
 

毎月第３火曜日のおたのしみ 

ラゾーナ寄席 ３月 
 出演は、橘家富蔵、初音家左橋、
台所鬼〆、他。今月も笑いのひと
ときをお贈りします。 
日時:3/15(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・メールでの予約
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 
 

 

 

 

 

 

 

 

【特別企画展】 
－東京芝浦電気をつくった男－ 

「山口喜三郎ものがたり」 
 山口喜三郎は、 

東京芝浦電気を設 

立し、現在の東芝 

事業の核を作り上 

げました。勤勉と 

不断の努力を積み 

上げた軌跡をご覧 

ください。 
日時:4/24(日)まで（当館の定めによる
休館日を除く）平日 10:00～18:00 
土日祝 10:00～19:00  

会場:東芝未来科学館 

対象･定員:どなたでも 

申込:不要｡直接会場へ 
 
 
 
 

明治大学リバティアカデミー講座 

やさしく学ぶ「男女共同参画」 

～来て見て知って、話してみよう～ 

 「男女共同参画って何？」そん

な素朴な疑問から、理系研究者の

働きやすい環境まで言及、社会の

第一線で活躍する「イクメン」・「イ

クボス」たちが語ります。 

日時:5/14(土)13:00～16:00 

会場:明治大学生田キャンパス 

対象･定員:どなたでも、150名 

申込:電話、ホームページにて 

 

 

【明治大学リバティアカデミー】 
        ℡03-3296-4423 

 

脳と体のいきいき教室 
  認知症とは何か、さまざまなト
レーニングを取り入れて、予防法 
を学びます。                        
日時:5/10(火) 

～6/28(火) 

14:00～15:00 

火曜日  全8回 

会場:川崎市 

宮前老人福祉 

センター 

対象･定員:川 

崎市在住 60 歳 

以上の方で、全 8 回出席可能な方。 

定員 20 名【抽選】 

申込:3/1(火)～3/18(金)9:00～16:00 

受講希望者本人が 82円切手持参 

 

 

 

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:3/12(土)13:30～18:00 

会場:川崎市 

産業振興会館  

対象･定員: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） 

 

 

 

 

※参加費の記載のないものは無料 

公開講座 

「身体の病気と心の問題」 
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。 

講師:岸 泰宏 精神科部長 
日時:3/5(土)14:00～15:00 
会場:日本医科大学武蔵小杉病院 

南館 2階 講堂 
対象･定員:市内在住、どなたでも 
申込:不要 ｡直接会場へ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

【川崎市消費者行政センター】 
℡200-3864  Fax244-6099 

地球市民講座 

世界で難民が問われる今 
～私たちはいかにして外国人と
共に生きるか～ 
 地域社会の外国 
人住民と共に生き 
るために出入国管 
理政策の検討と現 
在の実践から NPO 
APFS（Asian People's Friendship 
Society）と題し、代表加藤丈太郎
さんに話を聞きます。 
日時:3/12(土)14:00〜16:00 
会場:川崎市国際交流センター 
対象･定員:どなたでも 
申込:不要。直接会場へ 
 
 
 

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:3/1(火)･30(水)､4/6(水) 

13:30～16:00  
3/10(木)･17(木)､4/14(木)･20(水)･28(木) 
             9:30～11:30  
会場:中原市民館 
対象･定員:シニアの方 

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）  

 

 

 

 

 

【宮前老人福祉センター】 
℡877-9030  

 

【ラゾーナ川崎プラザソル】  
 ℡874-8501 

企画展 

「くらしの道具 いま・むかし」 
 明治から現代までの約 150 年間

で､人々の工夫により変わってきた

生活用具を展示し､人々のくらしの

移り変わりについて紹介します｡ 

日時:3/27(日)まで  

学芸員による展示解説 
「くらしの道具 いま・むかし」

展の関連イベントとして、学芸員

による展示解説を開催します。 

日時:3/6･13･20･27(日)14:00～  

《両イベント共通事項》 

会場:川崎市市民ミュージアム 

対象･定員:どなたでも  

申込:不要｡直接会場へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民具製作体験講座 

「竹細工 丸型六つ目かご」 

 竹を編んで、口 
が円形で編み目が 
六角形の｢かご｣を 
作ります。出来上 
がる｢かご｣は実用 
性が高く、毎回人気の講座です。 
日時:4/17(日)10:00～15:00 
会場:日本民家園 
対象･定員:小学 4年生以上 25名 
申込:往復はがき又は直接来園で 

4/4(月)までに申込(必着)､抽選 
参加費:1,250円  

藍染め体験「ストール染め」 
 竹と綿からできた肌触りの良
い生地を、紐や網、板締めなどで
模様を付けて染め上げます。 
日時:4/15(金) 1回目 10:00～12:00 

2回目 13:30～15:30 
会場:伝統工芸館(日本民家園西門) 
対象･定員:18歳以上 各回 5名 
申込:往復はがき又は直接来園で 

4/4（月）までに申込（必着）、抽選 
参加費:3,500円  

 

 

 

 

 

 

 

 

みやまえＪＡＭ２０１６ 
 宮前市民館で活動する様々なサ
ークルが一堂に会し、舞台・展示・
講座など多彩な発表、音大生によ
るオペラ上演もあります。 
日時:4/9(土)･10(日)10:00～16:30 

(催し物により異なります｡) 
会場:川崎市宮前市民館  
対象･定員:どなたでも 
申込:不要。直接会場へ 

 
 
 

ヒップホップダンスクラス 
 日本体育大学ヒップホップ同好
会 CYPHER HEADS FAM（サイファー
ヘッズファム）のメンバーが楽し
く、丁寧にご指導します！ 
日時:毎週(日)基礎・応用クラス 9:30～
11:00、上級クラス 11:00～12：30 
会場:生田中学校特別創作活動センター 
対象･定員:川崎市在住・在学・在勤
の方ならどなたでも。各 30名 
申込:当日､直接会場へ｡休講の場合もあ 
りますので､事前にお問合せください。 
参加費:受講料 500円（1レッスン 
90 分）・4 回分 2,000 円ごとの手続
き。体験も可能です。 
 

 

 

 

 

【川崎市国際交流協会】 
℡435-7000  

 

【活き生きクラブ】  
℡090-6015-8805 

 

【川崎市市民ミュージアム】  
℡754-4500 

 

 

TARO鯉にいどむ！ 
 太郎さんが空を悠々と舞う鯉のぼり

をつくりたいと「自分勝手に描いた」

ＴＡＲＯ鯉。今年で３回目を迎えま

す。皆さんも白い布地に思い思いに色

を付け自分の「○○鯉」をつくって大

空を泳がせてみませんか？母の塔前

の広場に実際に吊るして展示します。 
日時:4/23(土)･24(日)･29(金･祝) 

  13:00～16:00 
会場:岡本太郎美術館 創作アトリエ 
対象･定員:小学生以上､各日 20名 
申込:先着順･要申し込み､応募開始 
:4/5(火)9:30 から電話でのみ受付 
参加費:無料(高校生以上は要観覧料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【岡本太郎美術館】 ℡900-9898 

 

【生田中学校特別創作活動センター】 
       ℡911-1510 

【東芝未来科学館】  ℡549-2200 
 

【日本民家園】   ℡922-2181 

 

【宮前市民館】   ℡888-3911 
 

【高津スポーツセンター】 ℡813-6531 
 春風亭小朝独演会 

日時:3/20(日) 13:30開演 
13:00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 
参加費:前売 3,500円/当日 3,800円 
（全席自由/未就学児入場不可）。市
民プラザフロントにて直接、または

電話で 

 

 

 

たまぼらひろば 
ボランティアに関する相談や情

報提供を行います。 

日時:3/12(土)13:30～15:00 

会場:福祉パルたま 研修室  

対象･定員:ボランティアを「これか 

らはじめる方」や「はじめたばかりの 

方」、ボランティアを「探している団体」 

申込:電話で  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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。 
 

【多摩区社会福祉協議会】     
℡935-5500 

【ロボティック普及促進センター】 
℡047-493-2490 

【川崎市民プラザ】 ℡888-3131 

 

 

川崎いのちの電話チャリティー寄席 

「待ってました！喬太郎」 
 出演は、柳家喬 

太郎、柳亭こみち、 

三遊亭わん丈、三 

増紋之助(曲独楽)､ 

森本のり(三味線｡) 

日時:4/23(土) 

13:30～(開場 13:00) 

会場:エポックなかはら 

(川崎市総合福祉センター) 

対象:未就学のお子様はご遠慮ください   

申込:郵便振替 No.00200-1-130682

「川崎いのちの電話事業推進委員

会」に代金をお振込みください。 

入金確認後チケットを郵送します。 

詳しくはお問合せ下さい 
参加費:前売り3,500円、当日4,000円｡

チケット発売中  

 

 

 

 

 

 

 

 

【日本医科大学武蔵小杉病院】 
℡733-5181 

 

 

【川崎いのちの電話】℡722-7121 

 
 


