
  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏の催し､いろいろ!!  

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。 

 

☆大山街道ふるさと館  ℡813-4705  Fax814-0250 

◇第２回企画展         
明治維新動乱期の溝ノ口の様子について、治安と

風俗を中心に展示しています。 

日時:7/31(日)まで  10:00～17:00 

会場:大山街道ふるさと館  

展示室(1階)  

◆企画展記念講演会 

日時:7/17(日)10:00～12:00 

演題:維新動乱期の溝ノ口の様子 

講師:渡辺賢二氏（元明治大学大学院講師） 

会場:大山街道ふるさと館 イベントホール（２階） 

定員:60名（先着順） 

申込:電話、Fax または窓口で受付中 

参加費:500円（資料代含む）    

◇第１回歴史探究講座 
日時:9/10(土)10:00～12:00 

演題:東海道川崎宿 

講師:三輪修三氏(歴史研究家) 

会場:大山街道ふるさと館 イベントホール（２階） 

定員:60名（先着順） 

申込:8/15(月)から電話、Fax または窓口で受付 

参加費:500円（資料代含む） 

       

 

 
 

☆子ども夢パーク      ℡811-2001 

◇夢パまつり 2016  
 夏の恒例、水あそびスペシャ 
ルを楽しもう！タオルや着替え 
をお持ちください。 
日時:7/18(月･祝)11:00～16:00 

対象:どなたでも 

申込:不要    

◇KUJIROCK‘16 ～SUMMER～VOL.34 
 スタジオを利用している中高生バンドが企画・運

営するライブイベントです。 

                   日時:7/24(日)時間未定 

対象:どなたでも 

申込:不要 

◇講演会「遊び場のもつ力」 

 夢パークの日常から見えてくる子どもの育ちにお 

ける遊びの大切さについて、所長の西野博之がお話 

します。 
日時:7/4(月)10:00～12:00 

対象･定員:どなたでも 25名 

申込:要申込(電話又は来所)  

≪各イベント共通事項≫ 

会場:子ども夢パーク 

 

 

 

 

日本民家園     ℡922-2181 

夏休み親子体験講座 
「竹のおもちゃ ･サッカーボール」 

竹を編んで、直径 12cmのボールを 

作ります。 
日時:7/31(日)10:00～12:00 
対象･定員:小学生 3年生以上と 

保護者 15組 
申込:往復はがきで 7/19(火)までに 

申込(必着)、抽選 

参加費:1,000円 

「はた織り･簡易な機で織る裂き織り」 
簡単なはた織り機で、よこ糸に 

裂いた布を使った布を織ります。

日時:8/7(日) 10:00～12:00 

対象･定員:小学生以上と保護者 12組 

申込:往復ハガキで 7/25(月)までに 

   申込(必着)､抽選 

参加費:800円 
≪両講座共通事項≫ 
会場:日本民家園 
 

麻生市民館岡上分館   
℡988-0268 Fax986-0472 

『小学生のための工作体験』 
～DIY（Do it yourself)自分でつく
ろうとする力を身につけよう！～ 
 端材を使って自分の好きな形を作 
りましょう 
日時:8/6(土)10:00～12:00 
会場:岡上分館 学習室 

対象･定員:小学生  20名 
申込:7/15(金)～ 参加するお子さ

んの氏名・学年・年齢・住所・連
絡先を記入の上、Fax又は来館に
てお申込みください。(先着順) 

参加費:保険代等 200円 

※持ち物 上履き、手拭きタオル、
飲み物、持ち帰り用袋、軍手 

 

 

 

 

川崎市民プラザ    ℡888-3131 

｢人形劇まつりin川崎市民プラザ2016｣ 

 人形たちが届ける楽しいお話の世

界。プロからアマチュ 

アまで、たくさんの劇 

団が市民プラザの様々 

な会場で人形劇を上演します。 

日時:7/17(日)10:00～16:00 

会場:市民プラザ  屋内広場ほか 

対象･定員:どなたでも 

申込:直接窓口、又はお電話でご予約

下さい。定員になり次第、締切。 

入場オリジナルバッジ発売中！  

参加費:300円(3歳以上一律料金／ 

入場バッジをお渡しします｡) 

 

 

 

地域女性連絡協議会 ℡221-7022 
「美味しい料理を安く簡単に！」 

料理の段取りをよくすることで頭 

と五感がフル回転。 

安全な食生活を提 

案し、本当の豊か  

さとは何かを考える 

機会になる、とても楽しいお話です。 

講師は魚柄仁之助氏です。 

日時:7/17(日)13:30～15:30（開場13:00） 

会場:教育文化会館 第 1～3学習室 

定員:100名（先着順） 

申込:不要     

チームピースチャレンジャー川崎支部  
℡080-3529-5135(蔵田) 

｢夏休み学生ボランティアこの指とまれ｣ 

 インドで貧しくて教育を受けら

れなかった子どもたちのために始

まったニランジャナスクール、この

学校の子どもたちが作ったミサン

ガ（1 本が 4 日分の給食費になる）

の袋詰めのボランティアです。 

日時:8/5(金)14:00～16:30 

会場:てくのかわさき 展示室 

対象･定員:小､中､高校生 50名 

申込:電話又はメールで 

challengerhse1216@divina.co.jp 
 

 

 

日時:7/23(土)～9/25(日)9:30～17:00

（入館は 16:30まで）  

会場:市民ミュージアム 

対象･定員:どなたでも 

申込:不要 

観覧料:一般800円､ 

65歳以上･大学生･高校生600円、中学生以下無料 

 

 

 

■ 市民ミュ－ジアム ■               ℡754-4500 

◇「描
か

く！」マンガ展 

 巨匠から現在活躍中のマンガ家まで、卓越した作画技術を紹介す

るとともに、その時代背景を様々な視点から見つめ直します。 

＜出品作家＞赤塚不二夫、石ノ森章太郎、手塚治虫、藤子不二雄○Ａ､

水野英子、あずまきよひこ、さいとう・たかを、島本和彦、竹宮惠子、

平野耕太、PEACH-PIT、陸奥Ａ子、諸星大二郎 
 

 

 

 

 

 

生涯学習財団からのお知らせ 

川崎信用金庫    ℡220-2257 
第 20回「かわしんふれあい子供劇場」 
夏休みに地域の子どもたちにとって

マスクプレイミュージカル(ぬいぐるみ
人形劇)を生で観る機会と情操教育の一
助となることを目的としています｡演目
は、｢赤ずきん｣｢3びきのこぶた｣。 

日時:8/2(火)・3(水) 

11:30(開演) 11:00(開場) 

14:30(開演) 14:00(開場) 

日時:8/4(木) 

13:30(開演)13:00(開場)  

会場:8/2(火)多摩市民館 

会場:8/3(水)エポックなかはら 

会場:8/4(木)教育文化会館 

対象･定員:先着 5,000名 

申込:7/13(水)受付開始。申込書に

記入の上、近くの「かわしん」窓口

で入場券と引き換え。家族で申込

は、１回 4名まで。   
 

 

 

子どもたちに向けたものを中心に、夏に開催され

る催しの一部を紹介します。詳しくは、各施設・団

体にお問合せください。 

 

明治大学理工学部       ℡934-7576  
「明治大学 夏休み科学教室」 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、ものつくりのおも
しろ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:8/4(木)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（テーマごとに対象学年及び定員あ 

り、抽選） 申込:6/29(水)～7/8(金) 明治大学理工学部ホームページから 

お申し込みください。当選者には７月末までに通知をお送りします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

「詳細を見る」 

をクリックすると・・・ 

何か新しいことを始めようかな、おもしろそうなイベ

ントがあるかな・・。川崎市生涯学習財団は、川崎市内

の講座・イベントをホームページで紹介しています。 
 

 
検索 

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

かわさきの講座・イベント情報 

検索機能がパワーアップ 

日付（複数選択可）､カテゴリ､エリア､フリーワードなど｡ 

チラシや写真の掲載 
チラシや写真はクリックで拡大可能です。 

リンクで詳しい情報をチェック 

主催者のホームページで確認できます。 

スマホ対応で、ツイッター等で情報を共有 

 

講座・イベント情報を掲載ご希望の方は、 
ホームページ右上の          をクリック 
※現在は個人からの申込は受け付けておりません。 

新規掲載申込 

掲載 

無料 

 
 
 
 
   

西野博之 所長 

生涯学習財団管理施設からのご案内 

http://www.kpal.or.jp/
mailto:challengerhse1216@divina.co.jp
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 自分たちの住むまちを「花と緑の 
まちづくり」で緑化推進したいと考 
えている方を対象に、地域の緑化活 
動の核となる人材を育てる講座です｡ 
日時:9/8･29､10/20､11/10､12/1､1/19 

全木曜日 全6回 10:00～16:00   
会場:中原区役所､等々力緑地 他 
対象･定員:市内在住、在勤、在学で 

原則全 6回出席できる方  30名 
申込:7/1(金)～8/10(水)必着｡応募
者多数の場合抽選。応募チラシ(区
役所､市民館等で配布）の申込書で
郵送または Faxで 

主催･問合せ:公園緑地協会 
℡711-6631 Fax722-8410 

 

 

 

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 

 

太極拳基本功･基本動作。簡化 24式

太極拳前半。 

日時:①7/2･9･16･23･30､8/20･27 

17:15～18:45 ②8/6 17:30～19:00 

全土曜日 全 8回 

会場:①生涯学習プラザ ②中原市民館 

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  

主催･問合せ: 

無極天生太極会 

℡090-9200-9171(櫻井)  

 

 

 

 

≪文化・教養≫ 

 出演は、金原亭馬生、初音家左橋、 
春風亭朝也、他。今月も笑いのひと 
ときをお贈りします。 
日時:7/19(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: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 

主催･問合せ:ラゾーナ川崎プラザソル 
  ℡874-8501 

 

 

 

 

 

40代の複数の講師が主にシニア
の方を対象に、スマートフォン､タブ
レット、パソコンの使い方を教えて
います。参加者の皆様の個別の相談
にお応えする形なので、特定のカリ
キュラムや教材は使用しません。ど
んな事でも自由にご相談頂けます。
日時:7/6(水)13:30～16:00  

7/14(木)･20(水)･29(金) 9:30～11:30 
会場:中原市民館 

対象･定員:どなたでも  

申込:不要 

（ご都合の良い時間にお越し下さい） 
主催･問合せ:活き生きクラブ 
         ℡090-6015-8805(こもだ) 

 

 

 小学生とその家族の方を対象とし 

た点字と手話の入門講習会です。小 

学生だけでも参加可能です。楽しく 

仲良く覚えましょう。 

日時:7/25(月)･26(火)点字教室(全2回) 

7/27(水)･28(木)･29(金)手話教室(全3回） 

10:00～12:00 

会場: 南部身体障害者福祉会館 

対象･定員:点字 10組 20名  

対象･定員:手話 15組 30名 

(小学生だけでの参加も出来ます｡) 

申込: 7/15(金)21:00締切 

直接窓口･電話･Fax･郵送 

〒210-0834川崎区大島 1-8-6  

申込み記載事項:住所・参加者氏名 

（ふりがな）・電話番号・学年・希望 

教室（点字・手話・両方）。 

※定員を超えた場合は、抽選 

主催･問合せ:南部身体障害者福祉会館 

℡244-3971 Fax244-3885 

 

 

 

スマホ・タブレット 
何でも相談講座 

①工芸館で用意した図案を元に型紙

を作り、38×40cmの布を染めます。 

日時:7/23(土)･24(日)10:00～15:00 

対象･定員:小学 5年生以上 20名  

※小学生は保護者も要受講(有料) 
申込:往復ハガキで 7/11(月)までに申 

込（必着）、抽選 
参加費:2,500円 
②生の葉を叩いて写し取ったり液体 
で手袋を染めたりします。 
日時:8/20(土)10:00～12:00 

対象･定員:小学生以上と保護者5組10名 

申込:往復ハガキかメールで8/8(月)必着、抽選 

参加費:1,500円 (1組) 

≪両講座共通事項≫ 

会場:伝統工芸館（日本民家園西門） 

主催･問合せ:伝統工芸館 ℡900-1101 

 

 

 

 

 

 

 

 

看護職の方を対象に、学びなおし 

のプログラムを提供します。最新の

医療・看護情報を学び、あなたのキ

ャリアステージをアップしてみませ

んか。Ａコースは｢世界の看護につい

て見識を深めよう！！」､Ｂコース

は、「これからの医療・看護～地域で

のケアの充実に向けて～」と題して、

講義を予定しています。 

日時: 7/16、8/20、9/17 各土曜日 

  Ａコース  10:00～12:30    

  Ｂコース  13:30～16:00 

会場:看護短期大学 

対象･定員:看護師､保健師､助産師､准 

看護師(以外で受講を希望される方は､ 

ご連絡ください) 各コース先着順 30名  

申込:電話又は Faxで受付中｡Faxの

申込書は、看護短期大学ホームペー

ジからダウンロードしてください。 

参加費:各5,000円  

主催･問合せ:看護短期大学 

℡587-3500 Fax587-3506 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
①観望:土星・木星・火星・夏の星 
座・二重星、解説:さそり座と火星｡ 
※雨天､曇天は天文集会(解説､ブラ
ックシアター他)のみ行います。 

日時:7/23(土)19:00～20:30 
②各種模擬店(焼きそば、かき氷、そ 
の他)、ゲーム、太鼓・踊り・民謡、
作業製品展示販売 他。 
日時:8/4(木)16:00～19:30(予定) 
≪両イベント共通事項≫ 

会場:川崎授産学園   
対象･定員:どなたでも(①は､小学生 

以下大人と同伴) 
申込:不要 (①団体は事前連絡) 
主催･問合せ:川崎授産学園 

℡954-5011 

 

 

 

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。 
日時:7/14(木)テーマ 『雨･海･友② 』 

     7/28(木)テーマ『雨･海･友③』 

      8/25(木)テーマ 『空･陽･和①』 

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･飲物の販売有り) 

主催･問合せ:川崎授産学園 

℡954-5011 

 

①夏の天体観望会 
②ふれあい夏祭り 

 

音楽交流サロン奏(かなで) 
 
 
 

毎月第３火曜日のおたのしみ 
ラゾーナ寄席 ７月 

○地域メディア活用術（仮） 
日時:7/30(土)13:30～16:30 
○人の集まるチラシの作り方(仮) 
日時:9/3(土)13:30～16:30 
≪両イベント共通事項≫ 
会場:かわさき市民活動センター 

   会議室 
対象･定員: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:直接窓口、TEL、E-mail、Fax、 
   郵送、(ホームページ参照) 

(定員になり次第、締切) 
参加費:500円  
主催･問合せ:かわさき市民活動セン 

ター  ℡430-5566  Fax430-5577 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

藍染め講座 

①型染め初級 
②親子で体験｢藍の生葉染め (2種)｣ 
 
 

 

①数々の鉄道の発車音をつくってき

た向谷実さんの講演会を行います。 

講演 向谷実氏（ミュージシャン、

音楽プロデューサー） 

日時:7/18(月･祝)14:00～15:00 

②自分のお気に入りのＮゲージ車両

模型を選び操作体験します。 

日時:7/24(日)10:00～17:00 

≪両講座共通事項≫ 

会場:岡本太郎美術館 
対象･定員:どなたでも 
申込:不要 

主催･問合せ:岡本太郎美術館 
℡900-9898 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 28年度川崎市立看護短期大学 
看護職のための生涯学習支援講座 

  あなたのキャリアを拓くPART10 
 

 

対象･定員:どなたでも 
申込:不要 
参加費:入会金3,000円 月会費1,200円 
最初のうち、見学は無料です。 

主催･問合せ: 川崎トーストマスター 
ズクラブ ℡080-5377-8605(ながしま) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時:10/22(土)15:00(開演)14:15(開場) 

会場:エポックなかはら 

対象:未就学児童の入場はご遠慮く 

ださい。 

申込:郵便振込 7/1(金)～氏名･住所･ 

希望枚数･合計金額･電話番号を記載 

の上､下記の口座にお振込み願いま 

す｡入金確認後チケットを郵送いた 

します。口座名、川崎いのちの電話 

事業推進委員会 No.00200-1-130682｡ 

参加費:市民特別割引価格 4,500円 

      一般価格 5,000円 

主催･問合せ:川崎いのちの電話事務局 

℡722-7121 

 

 

 

 

 

 

プレゼン、話し方を楽しく学べます。
またクラブ運営に参加することでリー
ダーシップも学べます。仕事に活かし
たい方、就職活動、コミュニケーショ
ン能力を高めたい方、川崎で仲間を作
りたい方、などぜひご参加ください。 
日時:毎月第 1、3、5火曜日 

 19:00～21:00 
会場:ミューザ川崎 

 

 

 

パワーアップセミナー 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪ キッズ ≫ 
 

 全 12回を通して野外炊事やクラフ

ト、収穫体験といったさまざまな体験

にチャレンジする企画です。昨年まで

青少年の家で大人気だった「エコチャ

レンジクラブ」を大幅にリニューアル

しました。仲間と一緒に、「人と自然

と文化」に触れてみましょう！ 

日時:7/10(日)､8/5(金)､9/3(土)、 

4(日) ※10月以降の日程はチ 

ラシ又は HPをご覧ください。 

会場:青少年の家 

対象･定員:小学校 4年生～中学校 3

年生 40名   

申込:郵送 追加募集中！定員になり 

次第締め切り。参加ご希望の方は、 

お問い合わせください。別途、お申 

し込み方法などお伝えします。 

参加費:各回ごとのお支払いになりま 

す。1回 1,000円程度、宿泊の場合 

は 2,000円程度です。 

主催･問合せ:青少年の家 ℡888-3588 

 

  週末チャレンジクラブ 

 
 

≪ 音 楽 ≫ 
 

川崎いのちの電話開局 30周年 
クミコ アコーステイック  

チャリティーコンサート2016 
in エポックなかはら 

 
 

痛みのない身体づくりを目指しま
す。しっかりと身体を動かしながら、
自分と向き合い、ひとつひとつのポ
ーズをじっくり行うことによりスト
レス・痛みから解放されます。 
日時:毎週火曜日(休館日・祝日を除く) 
    19:00～20:00 
会場:高津スポーツセンター  
対象･定員:15歳以上 
申込:不要 
参加費:1回 500円 
主催･問合せ:高津スポーツセンター 

℡813-6531 

 

 

 

 

 

 

 

①音楽と鉄道がいっぱい 

②鉄道模型操作体験会 

川崎トーストマスターズクラブ 

 
 
 

花と緑のまちづくり講座 
 

ヨガ＆ピラティス 

※参加費の記載のないものは無料 

①脳トレチャレンジけん玉講座 

日時:9/7･14･21･28､10/5 

 全水曜日  全 5回 13:30～15:00 

対象･定員:市内在住 60歳以上で全 

回出席可能な方。20名【先着順】 

申込:7/15(金)～ 9:00～16:00 

本人が教材費を添えて直接窓口へ 

教材費:資料代・認定証代 100円（全員）、 

けん玉代 1,000円（希望購入者のみ） 

②脳と体のいきいき教室② 
日時:9/6･13･20･27､10/4･11･18･25 

 全火曜日  全 8回 14:00～15:30 

対象･定員:市内在住 60歳以上で全 

回出席可能な方。20名【抽選】 

申込:7/1(金)～7/15(金)9:00～16:00 

 ※必ず、申し込み本人が 82円切手 

持参のうえ、窓口へ 

≪両イベント共通事項≫ 

会場:宮前老人福祉センター  

主催･問合せ:宮前老人福祉センター 
℡877-9030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太極拳無料講習会（中原教室） 
 

 ①脳トレチャレンジけん玉講座 
②脳と体のいきいき教室② 
 

新百合ヶ丘総合病院の医師による

市民の方々への公開講座です。 

日時･内容:14:00～15:00  ○7/8(金) 

生活習慣病と脂肪肝 ～当院での最

近の取り組みについて～ 消化器内

科 新倉利啓 ○7/15(金) 前立腺が

んについて～ PSA健診を受けましょ

う～ 泌尿器科 伊関亮 ○7/21(木)

末梢神経障害 ～多岐に渡るしびれ

の原因～神経内科 杉江正行 

会場:新百合ヶ丘総合病院 3階ホール    

対象･定員:どなたでも 

申込:不要                      

主催･問合せ:新百合ヶ丘総合病院  

℡322-9991 

医学健康講座 

川崎市の講座・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。 
 

≪ スポ－ツ・健康 ≫ 
 

夏休み親子点字･手話教室 


