
【宮前市民館菅生分館】 

第30回 菅生分館まつり 

30 回目とい 

う節目のおまつ 

りになります。 

４月のオープニングでは、菅生中学

校の吹奏楽部の生徒さんたちによ

る演奏があるほか初山獅子舞が、５

日には落語などの特別プログラム

も予定されています。また、ボラン

ティアスタッフも募集します。  

日時:6/4(土)･5(日)10:00～16:00 

会場:菅生分館 

【麻生市民館】  学習相談 

学んでワクワク！習ってイキ 

イキ！充実ライフみつけません

か？…そんなあなたのお手伝い

をします。 

今まであった相談… 

・趣味のサークルに入りたい。 

・体を動かすことをしたい。 

・健康について関心がある。  

・料理を習いたい。  

・仲間づくりをして将来に備え

たい。  

・日本史、人物史の勉強ができ

る講座を探している。 

日時:(水曜日) 10:00～12:00 

13:00～15:00 

会場:麻生市民館 学習相談室 

（市民館ナビゲーター養成講座

の修了者がご相談に応じます） 

申込:不要 

※幸市民館、中原市民館、多摩市

民館でも学習相談コーナーを開設

しています。 

幸市民館  (毎金)13:30～16:00 

中原市民館 (毎水)10:00～12:30 

13:30～16:00 

多摩市民館 (毎火)10:00～12:00 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪施設の使用方法とお問合せ≫ 

グル-プでの自主学習､サーク 

ル活動等で施設を使うには「ふ 

れあいネット」への登録が必要です。予約は、施設の端末か家庭からの

オンラインでできます。 

 詳しくは、右記の施設、または「ふれあいネット運用センター」

(044-741-3345)にお問合せください。 

 

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。 

春号 

■お問合せ先 

教育文化会館 ℡ 044-233-6361 

田島分館  ℡ 044-333-9120  

大師分館  ℡ 044-266-3550 

幸  市 民 館  ℡ 044-541-3910 

日吉分館  ℡ 044-587-1491 

中 原 市民館  ℡ 044-433-7773 

高 津 市民館  ℡ 044-814-7603 

橘  分館  ℡ 044-788-1531 

宮 前 市民館  ℡ 044-888-3911 

菅生分館  ℡ 044-977-4781 

多 摩 市民館  ℡ 044-935-3333 

麻 生 市民館  ℡ 044-951-1300 

岡上分館  ℡ 044-988-0268 

教育文化会館や各区の市民館・分館は、社会教育法に基づき市民のみなさんの自主的な学習・文化活動を支

援する生涯学習施設です。これらを利用して活動している市民団体や学習サークルがいっぱいあります。春や

秋には活動の成果を発表する機会も各館で催されています。新しいことを始めるには絶好の季節です。興味の

あるサークルを探しに行ってみてはいかがでしょう。また、運営ボランティアで参加してみるのも面白いです。

世界がきっと広がります。今回は、その一部を紹介させていたします。(詳細は、各館へお問い合わせ下さい。) 

 

 

☆2016 年度(平成 28 年度) 春の☆キラリ文化教室 参加者募集 
 (公財)川崎市生涯学習財団では、今年度も『☆キラリ文化教室』を開講いたします。 

新しい自分に出会うために、自分磨きのために、あなたも何か始めてみませんか？ 

 講座・教室名 日程 会場 回数 講師 受講料/教材費 

1 風景写真教室 
5/12･19､6/2･9･16 
木曜日 14:00～16:00 

201 

202 
5 

写真家 

     村松克芳 
4,500 円/200 円 

2 色えんぴつ画入門 
5/23･30､6/6･27､7/4 
月曜日 14:00～15:30 

202 5 
絵画講師 

吉田真祈子 
4,500円 

3 
メディカルハーブ 
＆アロマテラピー 

5/17･31､6/14･28､7/12 
隔週火曜日 10:00～11:30 

202 5 
薬剤師･ハーバルセラピスト   

吉元洋子 
4,500円/4,000円 

4 
ワインを気楽に 

楽しむ 

5/25､6/1･8･15､7/6 

水曜日 14:00～15:30 
202 5 

シニア･ワインエキスパート   

飛永かの子 
4,500円/4,000円 

5 楽らく歌の教室 
5/17･31､6/14･28､7/12 

隔週火曜日 13:20～14:50 
302 5 

声楽家 

       古渡智江 
4,500円/1,250円 

6 落語入門 
5/24､6/7･21､7/5･19 

隔週火曜日 13:30～15:30 
202 5 

落語家 
竹廼家寿々女 

4,500円 

<会場> 川崎市生涯学習プラザ          <定員> 各教室 20名 ※受講料は 5 回分(消費税込) 

<申込> ☆締切:各教室とも 4月 21 日(木)必着  ☆対象:15歳以上の方(｢ワインを楽しむ｣のみ 20歳以上) 

    ☆方法:①直接学習プラザ窓口 ②ハガキに教室名、住所、氏名、電話番号を記入し､〒211-0064 

中原区今井南町 28-41 川崎市生涯学習財団 事業推進室 ｢文化教室｣ 宛 

③電話 733-6626   Fax 733-6697 で受け付けます(Faxは自宅からの発信に限ります)。 

    ☆受講料払込のご案内: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、引き続

き募集します。抽選結果等と合わせ、申込締切日以降に郵送します。 

☆初心者陶芸教室 受講生募集  2016 年度 生涯学習プラザ  
初めて陶芸に取り組みたいと思っている人。今まで 

１～２回程度経験のある人。仕事帰りのひととき、陶 

芸をやってみませんか。ストレス解消にも効果的です。 

初心者対象の講座ですので、ゆっくり、じっくり進 

めていきます。また、若手陶芸家の先生が優しく、丁 

寧に指導します。 

 形をつくる(成形)→形を整える(削り)→釉薬を掛け 

る(釉掛け)までの工程を 5 回で完結します。 

◇募集定員 手びねりコース  15 名(定員を超えた場合 

は抽選) 

◇指 導 者 陶芸家 三宅 直子先生 

◇会   場 川崎市生涯学習プラザ 地下実習室 

◇日   時 5/10・17・24、6/7・14(各火曜日)､ 

18:30～20:30  全 5 回 

◇対    象 18歳以上の方(市内在住・在勤者を優先) 

      ※市外の方は定員以内であれば受講可能 

◇受 講 料 9,000円(粘土､焼成､釉薬代など含まれます) 

◇申込方法 往復ハガキに①氏名(ふりがな必須) 

②〒住所③電話番号④「初心者陶芸教室」と記入の上、お申し込みください｡ 

※グル-プ(2～6名)の申込も可ですがほ、グループ一括の当落となります｡ 

◇申 込 先 (公財)川崎市生涯学習財団 事業推進室「陶芸担当」宛 

                   〒211-0064 川崎市中原区今井南町 28-41 

◇申込締切 平成 28年 4月 20 日(水)必着 

◇問 合 せ (公財)川崎市生涯学習財団 事業推進室 陶芸担当 電話 044-733-5893 

学 習 予 定 

回 月 日 学 習 内 容 
配布 

粘土 

1 

5 

10 
①揃いの小皿 

タタラづくり 

赤土

3kg 

2 17 ②煮物鉢など  ひも作り  

3 24 ①～②の削り・仕上げ  

休  乾燥期間  素焼き(担当)  

4 
 

6 

 

7 
絵付け･釉薬掛け 

本焼き(担当) 
 

5 14 作品鑑賞会 作品返却  

【多摩市民館】 

○第 16 回 多摩ふれあいまつり 

「わたしとあなたとこの街と」

をテーマに、障がいのある方や

支援団体が、日ごろ地域で行っ

ている活動に関する情報を発信

し、バリアフリーについての理

解と啓発を目指して開催するお

まつりです。現在、前日の準備

や当日のお手伝いをしていただ

けるイベントボランティアを募

集中です。 

日時:6月 19日(日)10:00～15:00 

申込･主催･問合せ:たまわかく

さ・多摩ふれあいまつり実行委員

会・川崎市教育委員会(多摩市民

館) ℡935-3333､Fax935-3398 

○「多摩 青年教室」障がい者 

社会参加活動ボランティアも募

集中です。 

日時:主に第 1・3 土曜日 

※5月の活動日：5月 14 日(土) 

申込･問合せ:川崎市教育委員会

(多摩市民館) 

【宮前市民館】 

みやまえ JAM2016 

毎年恒例の、市民館で活動している

様々な団体・サークルの発表会｡です｡ 

日程:4月 9 日(土)・10 日(日) 

会場:宮前市民館 

教育文化会館や各区の市民館・分館で、始めてみませんか? 
 



  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 野外で虫たちのくらしを観察・
撮影したり、研究用標本の作り方
をふくめた「昆虫学入門」講座を
行います。虫の写真撮影用に、お
手持ちのカメラや携帯端末をお持
ちください。 

日時:5/29､6/26､7/24 (各日曜日)  

全 3 回・各回 10：00～12：00 

会場:かわさき宙と緑の科学館 

対象･定員:小学 4～6 年生で 3 回 

とも参加できる方。15名 

申込:往復はがき又は来館(来館の

場合要返信用はがき)5/7(土)必着 

参加費:300円 

主催･問合せ:かわさき宙と緑の 

科学館 ℡922-4731 
 

漢字を中心に書に親しんでみませんか。 

日時:5/12(木)～7/28(木) 

13:30～15：30   

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6回出席可能な方。定員15名 

申込:4/1(金)～4/15(金)9:00～

16:00【抽選】受講希望者本

人が、82円切手持参 

参加費:無料（教材費として 

100 円を講座初日に集金）  

主催･問合せ:宮前老人福祉センター  

℡877-9030 

  身近にある植物の名前を知りた

いけど調べ方が分からない、図鑑

を見ても区別がつかない…など、

植物ともっと付き合いたいという

方におすすめの講座です。 

日時:4/23、5/14、6/4(各土曜日) 

全 3 回・各回 10：00～12：30 

会場:かわさき宙と緑の科学館 

対象･定員:高校生以上で 3 回とも 

参加できる方  25 名 

申込:往復はがき又は来館(来館の 

場合要返信用はがき) 4/9(土)必着 

参加費:1,000 円 

主催･問合せ:かわさき宙と緑の 

科学館 ℡922-4731 

 

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 

会場:生田中学校 

 特別創作活動センター 

対象･定員:市内在住・在学・在勤の

方。30 名 

申込:当日、直接お越しください。 

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。 

主催･問合せ:生田中学校  

特別作活動センター 

                    ℡911-1510 

 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 

本格的なヴォイ 

ストレーニングと 

コーラス指導｡曲目 

は､｢心の瞳｣他。川 

崎授産学園が実施している音楽交流

サロン奏へ出演｡講義とコ－ラス奏と

の交流＆ボランティア活動の実践｡ 

日時:5/12･26､6/9 10:00～12:00､

6/23 10:00～15:00(各木曜日) 

会場:川崎授産学園 研修室 他 

対象･定員:どなたでも 

申込:5/6(金)までに電話､Fax､来所等で  

主催･問合せ:川崎授産学園 

℡954-5011 Fax954-6463 

≪ 教養・文化 ≫ 

≪ スポ－ツ・健康 ≫ 

平成 28 年度短期講座 

書  道≪全 6回≫ 

竹を編んで、口が円形で底と編

み目が四角形のかごを作ります。

花を生けるなどお洒落に使用で

き、毎回人気の講座です。 

日時:6/5(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 

5/23(月)までに申込(必着)､抽選 

参加費:1,250円 

主催･問合せ: 

日本民家園 

℡922-2181 

民具製作体験講座 

「竹細工 菱四つ目かご」 

病気や予防法の知識を深めてもらう。 

○｢認知症の診断は進歩したのに 

治せないのか ～ならば家族・社 
会ができること～｣                       

講師:三品 雅洋 神経内科部長 

日時:4/23(土) 

○｢あきらめないで！ケロイドは

治療できます｣      

講師:土佐 真美子 形成外科医 

日時:5/7(土) 

○｢もう頭痛で悩まない！｣ 

講師: 喜多村 孝幸 脳神経外科部長 

日時:6/18(土) 

○｢こどもの身体にやさしい小児外

科手術～内視鏡手術を中心に～｣   

講師:髙橋 翼 小児外科部長 

日時:7/9(土) 

○「息切れ・咳・むくみ・だるさ そ

れは心不全かもしれません～心不

全早期発見の重要性～」   

講師:佐藤 直樹 副院長  

循環器内科部長   

日時:8/13(土) 

○｢乳がんの診断と治療 ～乳が

んになっても～｣         

講師:蒔田 益次郎 乳腺外科部長 

日時:9/10(土)                    
≪各講座共通事項≫ 
時間:14:00～15:00 
会場:日本医科大学武蔵小杉病院 
対象･定員:市内在住の方｡どなたでも  
申込:不要 
主催･問合せ:日本医科大学 

武蔵小杉病院 ℡733-5181 

 

明治大学リバティアカデミー講座

①平安時代の結 

婚制度がどのよ 

うなものであっ 

たのか、実はよ 

く分かっていません。原文を丁寧 

に読み解き、光源氏の妻たちの人

生模様をたどります 

日時:4/25､5/30､6/27(各月曜日)  

全 3 回  13:30～15:00 

対象･定員:どなたでも・20 名 

参加費:一般 5,500円､学生 2,750円 

②新撰組の母体となった天然理心

流は、多摩地域で発生したのでし

ょうか。地域の歴史と文化を学び

ます。                                

日時:4/19(火) 全 2 回(1 日間) 

13:00～14:30、15:00～16:30  

対象･定員:どなたでも 100 名 

参加費:一般 3,500 円､学生 1,750 円 

≪両イベント共通事項≫ 

会場:明治大学生田キャンパス 

申込:電話 、ホームページで 

主催･問合せ:明治大学リバティア 

カデミー事務局  ℡03-3296-4423 

こどものための昆虫学教室 

(全 3回) 
 

春の特別なおはなし会です。保

護者の方も一緒に入れます。 

日時:4/2 (土)1回目10:30～11:00 

〃  2回目11:15～11:45 

会場:多摩図書館 整理室 

対象:1 回目 2 歳くらいから  

  2回目3 歳くらいから 

申込:不要。直接会場にお越しください。 

主催･問合せ:川崎市立多摩図書館  

℡935-3400 

①岡本太郎にとっての「沖縄」とは

何であったのかについて、岡本太郎

が撮影した写真と沖縄訪問前後の

造形作品を通して紹介します。 

日時:4/23(土)～7/3(日) 9:30～

17:00（入館は 16:30 まで） 

参加費:観覧料 

②展覧会「岡本太郎 

の愛した沖縄」展に 

合わせて、沖縄で伝 

わる琉球舞踊のイベ 

ントを行います。太郎さんも学んで

いた沖縄の文化を体感しませんか？ 

日時:5/4(水･祝)14:00～15:00 

講師:川崎沖縄芸能研究会 

≪両イベント共通事項≫ 

会場:川崎市岡本太郎美術館  

主催･問合せ:川崎市岡本太郎美術館 

℡900-9898 

①企画展「岡本太郎が愛した沖縄」展 
②琉球舞踊―古典と雑踊 フラダンスの基礎となるステッ

プやハンドモーションなどを基本

から学びます。 

日時:4/11～7/11(5/2､30 を除く) 

毎月曜日 16:00～17:30  全 12 回 

会場:川崎市民プラザ 練習室 

対象･定員:女性(18歳以上) 15名

(最少開始人数 5 名) 

申込:受付中。市民プラザフロントにb 

直接、またはお電話にてご予約

ください。 

参加費:13,000円 

主催･問合せ:川崎市民プラザ  

℡888-3131 

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 

≪水曜コース≫19:00～20:30 

日程･場所: 

てくのかわさき 4/6､5/18 

高津スポーツセンター 4/13･27 

高津市民館 4/20､5/4､5/11･25 

≪土曜コース≫10:00～11:30 

日程･場所: 

東海道かわさき宿交流館  4/9･30  

川崎市教育文化会館 4/16､5/21 

サンピアンかわさき  4/23､5/7 

かわさき健康づくりセンター 5/14 

プラザ田島  5/28 

≪両イベント共通事項≫ 

対象･定員:初心者から経験者まで

どなたでも 

先着５名 

申込:電話で 

主催･問合せ: 

無極天生太極会 

櫻井 090-9200-9171 

太極拳無料講習会（全８回） 

市民向けの医療に関する 
公開講座 

はじめてのフラダンス教室 

≪ 音 楽 ≫ 

※参加費の記載のないものは無料 

ヒップホップダンスクラス 

①「源氏物語の名場面鑑賞（３）
光源氏の三人の妻―葵の上、 
紫の上、女三の宮―」 

②｢多摩地域の幕末維新｣ 

大型連休中､ベーゴマ大会、こど

も民家園検定､むかしあそび等､家

族で楽しめる催しを多数開催しま

す。詳細は民家園のホームページ

をご覧になるかお問合せください｡ 

日程:4/29(金･祝)～5/1(日) 

   5/3(火･祝)～5/5(木･祝) 

会場:日本民家園 

対象:どなたでも 

申込:不要  

主催･問合せ: 

日本民家園 ℡922-2181 

民家園こどもまつり 

 「パン人間」や「アート・ママ」

シリーズで知られる川崎市出身の

パフォーマンス・アーティスト、

折元立身の創作の軌跡を映像や写

真などで紹介します。 

日程:4/29(金･祝)～7/3(日)  

会場:川崎市市民ミュージアム  

対象:どなたでも 

申込:不要  

観覧料:一般 700円､65歳以上・大学

生・高校生600円､中学生以下無料 

主催･問合せ:川崎市市民ミュージ

アム℡044-754-4500 

企画展 

「生きるアート 折元立身」展 
 

≪ キッズ ≫ 

飲み物やおいしい食事を片手

に、ビッグバンドが奏でるラテン

ジャズのリズムに身も心も踊り出

す！(軽飲食は市民プラザ内で販

売いたします｡) 

日時:5/14(土) 17:30開場､ 18:00開演 

対象･定員:どなたでも 200 名  

申込:4/15(金)より予約受付開始。電

話又はFaxで  

参加費:前売 2,000円 当日2,500円 

会場:川崎市民プラザ 屋内広場 

主催･問合せ:川崎市民プラザ  

℡888-3131 Fax888-3138 

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。 
 

よりそい地域おこし講座 
『歌って地域を奏でよう♪』

 

BIG BAND NIGHT 

春のおはなし会 

初心者のための 
植物観察講座(全 3回) 


