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素敵な音色で生活に潤いを
「オカリーナ幸」

ガーデニングで市民主体のまちづくり
宮前ガーデニング倶楽部

　「オカリーナ幸」は、幸市民館が開催したオカリナ基
礎コースを受講したメンバーが、「このまま解散するの
はもったいない」ということで 17 年前に設立しました。
現在、会員は 20 名で、第 2･4 土曜日に幸市民館等で練
習しています。
　会長の出浦さんは「オカリナは手先を使うので健康に
もよく、懐かしい曲を仲間と一緒に演奏できるようにな
ることが、とても励みになります」、副会長の赤塚さん
は「オカリナは音色もよく、持ち運びも便利で気にいっ
ています。みなさんと会話を交わしながら親睦も深まり
ます。音を合わせて演奏ができ、とても楽しい」と話し
ていました。
　5月の定例会では、幸市民館の音楽室で 4～ 5 人に分
かれ、パート別に課題曲を練習していました。

　1999（平成 11）年「ガーデニン
グを道具に市民主体のまちづく
り」をモットーに、宮前ガーデニ
ング倶楽部（以下、「倶楽部」と
略します）が発足しました。
　「宮崎台駅前花壇」は、2005（平
成 17）年の第１回川崎市わがまち
花と緑のコンクール（緑化部門）
で大賞を受賞しました。

　宮前平駅から宮前市民館
へ行く富士見坂の途中にあ
る「ポケットパーク」は、
倶楽部発祥の地となってお
り、第4回コンクールでは、
なごみ賞を受賞しました。
　毎週水曜日・土曜日 10 時～ 12 時を定例活動日として
います。花壇の活動場所は、東急田園都市線宮前平駅前、
富士見坂途中のポケットパーク、宮前区役所市民広場、
宮崎台駅前、矢上川が中心ですが、第 2･4 水曜日は生田
ゴルフ場にも出かけています。生田ゴルフ場の花壇は、
デザインから植え込み、手入れまで行い市民活動ながら
事業収入を得ています。

　花植えや維持管理に参加している会員は 15 名です
が、見るだけ（賛助）会員は 40 人以上登録されています。
取材時にも、植込みの様子を見ながら「きれいに植えた
ね」とあたたかく声をかける会員がいました。
　花壇に必要な物の調達には予算もかかりますが、昨年
は東急の『みど＊リンク』からの支援金で、花壇の縁取
りをコンクリート擬木で作りかえることができました。
その他木製の道具倉庫、レンガ、通路に敷くソバ殻など
を地域の方から頂き再利用
しています。
　「宮崎台ふる里さくら祭
り」では、花壇の前にステー
ジができ、毎年祭りに出店
して協力しています。
　さらに、ガーデニング活
動以外でも、宮崎台小学校
の 4年生の総合的な学習の
時間（春と秋）の講師も務めています。5月には、太陽
熱温水器の原理を上手に実験し、子どもたちから拍手が
起こりました。秋の青空教室では、タネだんごづくりと
ハーブバターづくりをする予定です。
　倶楽部の会員のみなさんは、田園都市線沿線地域を花
いっぱいのまちにして、コミュニティの輪を広げようと
日々楽しく活動しています。
　新会員募集中！！年会費は 1,000 円とのことです。

　発表の機会として、毎年 12 月に自主コンサートを開
催しています。ふだん練習している曲を知り合いの方
や、市民館利用者等に聴いてもらいます。
　また、毎年 3月に幸市民館で行われるセンター祭りで
演奏しています。
　2013（平成
25）年 10 月
には、市制
90 周年プレ
イベントと
して行われ
た「シニア
音楽祭」で演奏しました。また、2015（平成 27）年 9 月
に行われた「プラチナ音楽祭」では、「コンドルは飛ん
で行く」と「シルクロード」を披露し、情感のこもった
音色を奏でました。
　会員の皆さんは、発足当時からご指導され、演奏曲の
選曲も一緒に考えてくださる水本一孝先生にとても感謝
しているとのことです。
　デイサービースの介護施設からの演奏依頼等には、参
加できる有志のメンバーで慰問して演奏会を開いていま
す。ぜひ、お問い合わせください。

▲自主コンサート

■問合せ　出浦 英二さん ℡ 090-6028-3860

■問合せ　河井 明子さん　℡ 080-5040-7746

▲ベンチのあるポケットパーク

▲宮崎台駅前花壇

▲倶楽部の会員のみなさん

▲ユニホームでシニア音楽祭に参加

史跡や寺社をていねいに案内
高津シルバーガイドの会

　高津シルバーガイドの会（以下、「同会」と略します）
は、高津市民館が 1996（平成 8）年に主催した「高齢者
教室」で郷土の歴史を学んだ人たちが中心となって発足
しました。
　同会は、身近な地域の歴史を知ってもらおうと高津区
内の史跡や寺社を案内している会です。年間の活動は多
岐にわたり、充実しています。現在の会員は 36 名。散
策部とガイド部が中心となって事業を推進しています。
　散策部は、毎月第 4 木
曜日（雨天の場合は翌月
第 2 木曜）に例会を開催
し、自主研修を深めてい
ます。散策部の部会長さ
んは、同会の最高齢で 86
歳、毎月の散策例会の先
頭で活動しています。

　高津区文化振興事業として昨年から「高津のさんぽみ
ちガイド養成講座」を同会の下部組織「高津歴史・文化
研究会」と高津区役所が共催して実施しています。
　この講座は、実際に高津区の歴史・文化・史跡等の魅
力を広く市民に発信するガイドを目指す講座（8月～ 12
月：全 8回）となっています。
　講座に向け、同会では、きめ細かで膨大なガイド用の
テキストを作成しています。ガイドのキーワードとし
て、「安全誘導」「時間管理」「わかりやすさ」を大切に
しています。さらに、おもてなしの心を大事にし、「笑顔」
「身だしなみ」「言葉づかい」「話し方」等にも配慮して
います。写真を使う際も、その場所の紅葉の時、雪が降っ
た時、昔と今の比較の写真、春の景色と秋の景色の写真
等に配慮しながら、資料の有効な提示を工夫しています。 
　昨年度受講した方から、今年度、新たに 3名の方が同
会へ入会しました。

　同会代表の佐藤 忠さんは、溝口生ま
れで幼少期から地元高津区に住んでい
ます。
　大山街道を案内する時、シニア世代
のグループには二子神社の脇から次の
所へ案内するそうです。そこは、昔の
二子三業地という場所で、かつて花街
「二子新地」で昭和初期から昭和 40 年

代までの間、華やかな賑わいを見せていたそうで、今は、
その面影はありませんが、唯一残る料亭の前に案内し、
その当時の※三業地の配置図を示しお話すると、中には
「若い頃来ました」と、懐かしそうに話をする方もおられ
るそうです。

　大山街道ふるさと館のフェスタや講座にも協力してい
ます。今年 3月に行われた第 13 回大山街道フェスタで
は、「納め太刀（おさめ
たち）」の体験を来館者
にしてもらいました。ま
た、大山街道ふるさと館
が主催しているまち歩き
講座「溝ノ口から下作延
を歩く（4 月）」「二子新
地から諏訪、北見方を歩
く（2017 年 1 月）」の講師も務めています。

　市民に向けて高津区のモデルコースの史跡等を案内す
る中で配慮していることがあります。①公に使うことの
できるトイレの確認と清潔な使用　②土日は、交通機関
や見学先がとても混雑するので、平日に実施　③年齢構
成等を考慮しながら、前・
中・後にガイドを配置し
て、参加者の安全を守る
工夫　④神社仏閣への事
前連絡（入っては
いけない場所・触ったり
移動したりしないこと・
撮影禁止の確認）等です。

■主なモデルコース
①神奈川道「片町から新作八幡宮まで歩く」（約 3km）
②大山街道「歴史ウォッチングガイド・二子橋・二子の
渡しから笹の原まで（梶が谷駅）」（約 3.3km）
③「古墳と古代を歩く（貝塚と古墳・古代のロマンルート）」 
④「久末の森と緑・義民の歴史にふれ、野菜作りを見学
するコース」

■問合せ　佐藤 忠 さん　℡ 044-833-2879

※三業地とは芸妓置屋・待合・料亭の三業種（約 50 軒、
100 人の芸者がいた）の営業が許可された区域のこと。

高津のさんぽみち・ガイド養成講座

地域の史跡等を案内しています

■ガイド申込方法
　電話、Fax、ハガキ
■ガイド申込期限
　１ヶ月前まで

■ガイド料金　
　１人：500 円
　団体：5,000 ～ 10,000 円
　（人数等により相談） 

　同会の会員のみなさん
は、新コースの開拓に向け
日々研修を積んでいます。

ガイドを希望する方は、お気軽にお問い合わせください。

▲毎月第4木曜日の散策例会

 ▲佐藤 忠 さん

▲ 納め太刀

▲ガイド部で案内する影向寺の
サルスベリと太子堂

▲大山街道高津区
片町の庚申塔

user14
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や見学先がとても混雑するので、平日に実施　③年齢構
成等を考慮しながら、前・
中・後にガイドを配置し
て、参加者の安全を守る
工夫　④神社仏閣への事
前連絡（入っては
いけない場所・触ったり
移動したりしないこと・
撮影禁止の確認）等です。

■主なモデルコース
①神奈川道「片町から新作八幡宮まで歩く」（約 3km）
②大山街道「歴史ウォッチングガイド・二子橋・二子の
渡しから笹の原まで（梶が谷駅）」（約 3.3km）
③「古墳と古代を歩く（貝塚と古墳・古代のロマンルート）」 
④「久末の森と緑・義民の歴史にふれ、野菜作りを見学
するコース」

■問合せ　佐藤 忠 さん　℡ 044-833-2879

※三業地とは芸妓置屋・待合・料亭の三業種（約 50 軒、
100 人の芸者がいた）の営業が許可された区域のこと。

高津のさんぽみち・ガイド養成講座

地域の史跡等を案内しています

■ガイド申込方法
　電話、Fax、ハガキ
■ガイド申込期限
　１ヶ月前まで

■ガイド料金　
　１人：500 円
　団体：5,000 ～ 10,000 円
　（人数等により相談） 

　同会の会員のみなさん
は、新コースの開拓に向け
日々研修を積んでいます。

ガイドを希望する方は、お気軽にお問い合わせください。

▲毎月第4木曜日の散策例会

 ▲佐藤 忠 さん

▲ 納め太刀

▲ガイド部で案内する影向寺の
サルスベリと太子堂

▲大山街道高津区
片町の庚申塔
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■施設開設日　2011（平成 23）年 1月 14日
■施設概要
　川崎市地球温暖化防止活動センターは、「CCかわさき交流コーナー」（高
津市民館 11階）を活動の拠点として、開設されました。事務局スタッフ
とセンター協力者で普及啓発や相談等に対応しています。
　主な活動として、①展示（月別テーマ展示）②講座　③春休み・夏休み
自由研究講座　④相談受付（ごみの分別方法、太陽光発電、電力自由化、
環境課題や環境活動等）　⑤図書・環境測定器具の貸出　⑥市民意識調査　
⑦環境活動人材育成等を行っています。また、市内の地球温暖化防止に関
連するいろいろな団体（市民活動団体、事業者、行政等）と連携し、地域
における実践モデル活動を支援しています。
　CCかわさき交流コーナーには、展示コーナーや体験コーナーが設置され
ています。ペダルをこぐと前にある電球が点灯する自転車発電体験コーナー
では、発電にチャレンジすることができます。また、毎月テーマを設けて
展示物を変えています。5月は、水がテーマで水に関係する本等の資料を
紹介をしていました。
　市民からは、ごみの分別や電気
購入の自由化、高校生からはボラ
ンティア活動についての質問、大
学からはインターンシップの受入
れについての相談等があると、セ
ンター長の竹井斎さんは話してい
ました。また、川崎市地球温暖化防止活動推進員と協力して学校への出前
授業や市内の各種イベント等、地球温暖化対策のネットワークの連携強化・
情報の収集・発信等を協働で進めています。

［アクセス］

  JR 武蔵溝ノ口駅から徒歩 ノクティ2 高津市民館内

［開館日時］9:30～ 17:30（休館日 :毎週月曜、年末年始ほか高津市民館

 休館日、第3月曜日が祝日の場合は翌日も閉館） 

［問合せ］〒213-0001川崎市高津区溝口1-4-1 ノクティ 2

  高津市民館内　CCかわさき交流コーナー

　電　話 :044-813-1313　FAX:044-330-0319 

　メール：offi  ce@kwccca.com

　川崎市では、ごみの減量化・資源化の促進に向けて、かわさき 3R「スリーアール：
Reduce（ごみが出ないように工夫する）･Reuse（ごみにしないでくり返し使う）
･Recycle（再び資源として利用する）」を推進しています。今回紹介した施設は、
地球温暖化対策や資源循環について体験を通して学ぶことができる施設です。ぜひ、
見学していただき、地球環境にやさしい持続可能な循環型のまちづくりについて考
えるきっかけにしてください。

■施設開設日　2011（平成 23）年 8月 6日
■施設概要
　環境について、見て、聞いて、触わり
ながら、地球温暖化対策や、太陽光発電
などの再生可能エネルギー、ごみなどの
資源循環について学ぶことができる浮島
処理センター内の環境学習施設です。展
望スペースからは、浮島太陽光発電所の
メガソーラーを見ることができます。
　市内外小学校の校外学習、環境学習の団体、県外からの修学旅行、町内
会での見学、電力や環境関連会社の新人社員研修等で多くの人が訪れてい
ます。入館してすぐ目に留まるのは、フロアが川崎市内の航空写真となっ
ていて、来館者は自分の家の場所を探すなど空中散歩を楽しむことができ
ます。
　2階展示室は、地球温暖化・再生
可能エネルギー・資源循環の 3つの
チャレンジゾーンがあります。地球
温暖化のゾーンには、「川崎の暮ら
し環境 100 年アルバム」があり、
①昔の川崎の自然 ②いろいろな会社
を呼んできた ③伸び行く川崎 ④公
害を乗り越えて ⑤よみがえる川崎の自然 ⑥未来をひらく環境力等、写真だ
けでなく当時のビデオ映像を観ながら、歴史をふりかえり、これからの川
崎の環境について考えることができます。
　「めざせ！エコ暮らし」コーナーでは、エネルギーのムダづかいを見つけ、
カードでタッチ。最後にカードの記録をみて答えあわせをすることができ
ます。また、風力発電の羽根全長40メー
トルの先端部分 5メートル（全長の一
部）が展示されており、その大きさを実
感することができます。
　3階には研修室（定員150名）、会議
室（定員25名）があり、研修やガイダ
ンス、休憩等に利用されています。

［アクセス］

JR 川崎駅東口16番のりば「臨港バス（川03）浮島バスターミナル行き

（乗車時間は約40分）、終点「浮島バスターミナル」下車徒歩約10分

［開館日時］9:00～ 16:30( 休館日 :毎週月曜、年末年始、月曜日

 が祝日の場合は翌日が休館）

［問合せ］〒210-0862 川崎市川崎区浮島町509番地 1 

  浮島処理センター内

  電話 :044-223-8869　FAX:044-287-9604

かわさきエコ暮らし未来館
川崎市地球温暖化防止
活動推進センター

王禅寺エコ暮らし環境館

■施設開設日　2016（平成 28）年 4月 1日
■施設概要
　王禅寺処理センター内に「王禅寺エコ暮ら
し環境館（以下「環境館」と略します）」と「王
禅寺処理センター資源化処理施設」がオープ
ンしました。
　4階に環境館の入口があり、メインキャラ
クターの「かわるん」が来館者を迎えてくれ
ます。3階に下りると、受付と展示ゾーンがあります。
　環境館は、資源循環・温暖化対策・自然共生・総合学習の 4つのゾーン
で構成されていて、コンピューターやタブレット端末を使って、ゲームや
クイズで楽しく体験しながら地球や川崎の環境について学ぶことができま
す。「資源循環ゾーン」は、資源循
環ってなんだろう、ごみのゆくえ、
資源物のゆくえ、チャレンジ３Ｒ
（スリーアール）、ごみの重さを体
験しようのコーナーがあり、ごみ
や資源物の流れを理解することが
できます。資源化処理施設（資源
化するための中間処理施設）が併設されていて、川崎市北部地域（高津、
宮前、多摩、麻生区）の粗大ごみ、小物金属、空き缶、ペットボトル、空
きびんを適正に再処理するために破砕、分別、圧縮梱包を行っており、団
体で見学しても十分な広い廊下で、資源化処理の過程を見学することがで
きます。
　ホームページの「スタッフブログ」には、見学者からの「びんはどうし
て色別に分けるの？」「マヨネーズの空き容器、きれいに洗えないのだけど、
どうしたら良いの？」等の質問に対して、スタッフも一緒に考えながら、
分かりやすく解説してあります。
　2017（平成 29）年 1月には、「屋上庭園」と「王禅寺かわるんパーク（緑
地公園）」がオープンする予定です。

地球温暖化・資源循環を学べる施設
見て・聞いて・触って・体験して・学べる

▲未来館の入口 ▲「川崎市地球温暖化防止活動推進センター」（CCかわさき交流コーナー）

▲２階 展示室チャレンジゾーン

［アクセス］

JR 武蔵溝ノ口駅、小田急線柿生駅から市バス（溝17）長沢入口下車徒歩5分

小田急線生田駅、東急線宮前平駅から市バス（生01）長沢入口下車徒歩5分

小田急線新百合ヶ丘駅から小田急バス（新19･ 新 20･ 新 25）田園調布学園大学前下車7分

［開館日時］ 9:00 ～ 16:30（休館日 :毎週水曜、年末年始、水曜日が祝日の

 場合は翌平日が休館） 

［見学方法］自由見学（無料）

［問合せ］〒215-0013

 川崎市麻生区王禅寺1285番地

 王禅寺処理センター内、資源化処理施設内

  電話 :044-712-4637　FAX:044-712-4638

▲「めざせ！エコ暮らし」コーナー

▲３階 展示ゾーン

▲環境館と資源処理施設

▲展示・体験コーナー
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　どなたでも利用で
きる全面バリアフリ
ーを採用。スポーツ
センター初のプール
完備施設として、
2011（平成 23）年 3月 26 日に開館しました。
　スポーツ教室や施設利用
等、健康維持と仲間づくり
ができます。利用には、「団
体利用」「個人利用」「教室
への参加」の 3 種類の方法
があります。

　教育文化会館田島分館は、川崎図書館田島分館との複合施設
「プラザ田島」として 1992（平成 4）年にオープン、以来有効に
活用され、地域の方々から親しまれています。田島分館は 12 階
建てマンションの 4階部分にあります。市民の自主学習・文化
活動・生涯学習の場として様々な取組を行っています。

　中原市民館は、2009（平成 21）年に再開発の進む
武蔵小杉駅前地区の高層マンション内に移転オープ
ンした新しい社会教育施設です。
　多目的ホールや会議室、音
楽室、体育室、料理室、喫茶
スペース等を備え、多くの市
民に利用されています。
　通年で、「すくすく赤ちゃん
広場」「ふれあい子育て広場」
「なかはらママカフェ in こす
ぎ」等が開催され、市民の学
習や交流の機会の提供と共に
憩いの場となっています。

　地域住民の交流を推進する「プラザ田島まつ
り」が、市民自主企画事業実行委員会によって、
今年 1月 16 日～ 17 日に実施されました。子ど
もから大人まで楽しめるさまざまな催しがあ
り、プラザ田島で活動しているサークルの舞台
発表と作品展示、体験コーナー、プラザ田島コ
ンサート（ザ・のんべ～ず）、田島なかよしくら
ぶによるカフェ、古本市等が行われ、延べ 627
名が参加しました。
　他にも年間を通した市民自主企画事業とし
て、「すくすくルーム田島」「まちの音楽家たち
のミニコンサート」「田島寄席」等もあり、地域
の方々に図書館と共に利用されています。

「時間ができたのでなにかを始めたい！」「なにか自分にで
きることはない？」「習い事をしたい」「サークルに入りた
い」等、様々な相談に応えるために設けられた相談コーナー
です。相談員が「学び」のお手伝いをします。
 事前予約は不要で、生涯学
習に関する資料や図書も取り
揃えて対応しています。
■日時：毎週水曜日
　（祝日・年末年始を除く）
　10:00 ～ 12:30
　13:30 ～ 16:00
■会場：グループ室（1階）

■利用時間
　屋内体育施設 9:00 ～ 21:30
　テニスコート 9:00 ～ 20:30
　温水プール　 9:00 ～ 21:00
　トレーニング室 9:00 ～ 21:30
　野球場 6:00 ～ 18:00（4 月～ 10 月）
 8:00 ～ 16:00（11 月～ 3月）
■駐車場 140 台
　利用時間 （4 月～ 10 月）5:45 ～ 21:45
　（野球場の利用が無い場合、7:45 ～ 21:45）
 （11 月～３月）7:45 ～ 21:45　　　　　　
※「生田コース」「中野島・稲田提コース」の巡回バスも運行

川崎市多摩スポーツセンター JR南武線稲田堤、京王相模原線京王稲田堤駅、小田急線
読売ランド前駅から徒歩20分　 ℡ 044-946-6030

多
摩
区

教育文化会館田島分館 JR川崎駅東口臨港バス大師行き、三井埠頭行き大島
３丁目下車 　 ℡ 044-333-9120

川
崎
区

川崎市中原市民館 武蔵小杉駅（JR 南武線、横須賀線、湘南新宿ライン、
東急東横線、目黒線）から徒歩4分  ℡ 044-433-7773

中
原
区

生涯学習相談ルーム「アスク」駅から至近、用途にあわせた利用が可能

▲温水プール

▲田島分館 (プラザ田島 )入口

▲トレーニング室

全ユニバーサルデザイン、プール完備

地域住民の交流の場、「プラザまつり」市民館、図書館が併設された地域コミュニティ施設

いろいろなスポーツが楽しめる施設

▲1-2階が中原市民館 ▲生涯学習相談ルームの様子

市内公的施設等の紹介

企画展　『描
か

く！』マンガ展

期間：7月23日（土）～9月25日（日）

～名作を生む画技に迫る ― 描線・コマ・キャラ～
　日本人はこんなにマンガを描いてきた――マンガを「描く」「人に見せる」
「たのしむ」という、マンガの本質的な営為に着目し、優れたマンガ家たちの
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Ⓐ、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

■申込み : 往復はがき（各教室 1人 1枚）に下記事項を記入（返信用にも住所・氏名を記入）
　①希望教室名　②名前（ふりがな）　③性別・年齢　④住所（〒）　⑤電話番号・FAX番号
　⑥保育付きの教室希望者は、保育の有無を記入
■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－ツ教室担当
■応募締切 : 平成 28年 8月 4日（木）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て、締切日以降に郵送します。
■申込み・問合せ : スポ－ツ教室担当　電話 044-733-5894　 FAX 044-733-6697　

会　場：企画展示室１
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

川崎市生涯学習財団で主催する『健康・体力づくりスポ－ツ教室』の募集についてご案内します。ご参加をお待ちしています。

　　　　　　　　　　北海道旭川市旭山動物園の前園長の小菅正夫さんは、私たちが環境のためにできることの
ひとつは「人間たちの価値で考えるのはなくて、動物になった気持ちで考えるということ」、つまり「思いやり」の
気持ちが大切であるといっています。エコ暮らし未来館や環境館に併設の資源化処理施設では、「空びんの色分け」
「ペットボトルのキャップはずし」「ミックスペーパーの選別」等、最後は人の手で選別していました。人間が生
態系のバランスを崩さないことや地球温暖化・資源循環について学ぶことは、地球を思いやる第一歩になります。

あ と が き

川崎市市民ミュージアム
武蔵小杉駅（JR南武線・横須賀線・湘南新宿ライン、東急東横線・
目黒線）北口下車　市バス、東急バス・約10分
  ℡ 044-754-4500

©さいとう・たかを 
©KIYOHIKO AZUMA/YOTUBA SUTAZIO

平成28年度 第 2期 健康・体力づくりスポ―ツ教室募集

教室名（定員・人） 開 催 期 間 曜日・回数・時間 受講料（保険料含む）

からだを使って英語で遊ぼう （30 組）9/5 ～ 12/5（9/19,10/10 休） 月曜日　全 12回 9:45 ～ 10:30  9,870 円※①

エアロビクス （40）9/5 ～ 12/5（9/19,10/10 休） 月曜日　全 12回 11:00 ～ 12:00  8,640 円

ヨ－ガA （45）9/6 ～ 12/6（11/29 休） 火曜日　全 12回 13:30 ～ 15:00  8,640 円

ヨ－ガB （45）9/6 ～ 12/6（11/29 休） 火曜日　全 12回 15:15 ～ 16:45  8,640 円

気功太極拳教室〈火曜日コ－ス〉 （40）9/6 ～ 11/22 火曜日　全 12回 10:00 ～ 11:30  8,640 円

気功太極拳教室〈水曜日コ－ス〉 （40）9/7 ～ 11/30 （11/23 休） 水曜日　全 12回 13:15 ～ 14:45  8,640 円

ストレッチ健康体操教室 （25）9/7 ～ 11/30 （11/23 休） 水曜日　全 12回 15:15 ～ 16:15  8,640 円

ピラティス教室 ※保育有 （28）9/7 ～ 11/30 （11/23 休） 水曜日　全 12回 9:30 ～ 10:30  8,640 円

骨盤エクササイズ （28）9/7 ～ 11/30（11/23 休）  水曜日　全 12回 10:45 ～ 11:45  8,640 円

楽しいフラダンス教室 （25）9/8 ～ 12/8（9/22,11/3 休） 木曜日　全 12回 10:00 ～ 11:15  8,640 円

ZUMBA教室 ※保育有 （35）9/9 ～ 11/25 金曜日　全 12回 9:30 ～ 10:30  8,640 円

ストレッチ&リズム体操教室 （25）9/9 ～ 11/25 金曜日　全 12回 10:00 ～ 11:15  8,640 円

ベビーリトミック教室 （25 組）       9/16 ～ 11/18 金曜日　全 10回 11:15 ～ 12:00  8,220 円※②

※①　　保護者一人、
子ども二人、12,340 円
※②　　保護者一人、
子ども二人、10,300 円

※保育付　１教室あたり、保育児
１名につき別途 6.800 円（税込、
保険料含む）対象 (1 才～３才 )
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　どなたでも利用で
きる全面バリアフリ
ーを採用。スポーツ
センター初のプール
完備施設として、
2011（平成 23）年 3月 26 日に開館しました。
　スポーツ教室や施設利用
等、健康維持と仲間づくり
ができます。利用には、「団
体利用」「個人利用」「教室
への参加」の 3 種類の方法
があります。

　教育文化会館田島分館は、川崎図書館田島分館との複合施設
「プラザ田島」として 1992（平成 4）年にオープン、以来有効に
活用され、地域の方々から親しまれています。田島分館は 12 階
建てマンションの 4階部分にあります。市民の自主学習・文化
活動・生涯学習の場として様々な取組を行っています。

　中原市民館は、2009（平成 21）年に再開発の進む
武蔵小杉駅前地区の高層マンション内に移転オープ
ンした新しい社会教育施設です。
　多目的ホールや会議室、音
楽室、体育室、料理室、喫茶
スペース等を備え、多くの市
民に利用されています。
　通年で、「すくすく赤ちゃん
広場」「ふれあい子育て広場」
「なかはらママカフェ in こす
ぎ」等が開催され、市民の学
習や交流の機会の提供と共に
憩いの場となっています。

　地域住民の交流を推進する「プラザ田島まつ
り」が、市民自主企画事業実行委員会によって、
今年 1月 16 日～ 17 日に実施されました。子ど
もから大人まで楽しめるさまざまな催しがあ
り、プラザ田島で活動しているサークルの舞台
発表と作品展示、体験コーナー、プラザ田島コ
ンサート（ザ・のんべ～ず）、田島なかよしくら
ぶによるカフェ、古本市等が行われ、延べ 627
名が参加しました。
　他にも年間を通した市民自主企画事業とし
て、「すくすくルーム田島」「まちの音楽家たち
のミニコンサート」「田島寄席」等もあり、地域
の方々に図書館と共に利用されています。

「時間ができたのでなにかを始めたい！」「なにか自分にで
きることはない？」「習い事をしたい」「サークルに入りた
い」等、様々な相談に応えるために設けられた相談コーナー
です。相談員が「学び」のお手伝いをします。
 事前予約は不要で、生涯学
習に関する資料や図書も取り
揃えて対応しています。
■日時：毎週水曜日
　（祝日・年末年始を除く）
　10:00 ～ 12:30
　13:30 ～ 16:00
■会場：グループ室（1階）

■利用時間
　屋内体育施設 9:00 ～ 21:30
　テニスコート 9:00 ～ 20:30
　温水プール　 9:00 ～ 21:00
　トレーニング室 9:00 ～ 21:30
　野球場 6:00 ～ 18:00（4 月～ 10 月）
 8:00 ～ 16:00（11 月～ 3月）
■駐車場 140 台
　利用時間 （4 月～ 10 月）5:45 ～ 21:45
　（野球場の利用が無い場合、7:45 ～ 21:45）
 （11 月～３月）7:45 ～ 21:45　　　　　　
※「生田コース」「中野島・稲田提コース」の巡回バスも運行

川崎市多摩スポーツセンター JR南武線稲田堤、京王相模原線京王稲田堤駅、小田急線
読売ランド前駅から徒歩20分　 ℡ 044-946-6030

多
摩
区

教育文化会館田島分館 JR川崎駅東口臨港バス大師行き、三井埠頭行き大島
３丁目下車 　 ℡ 044-333-9120

川
崎
区

川崎市中原市民館 武蔵小杉駅（JR 南武線、横須賀線、湘南新宿ライン、
東急東横線、目黒線）から徒歩4分  ℡ 044-433-7773

中
原
区

生涯学習相談ルーム「アスク」駅から至近、用途にあわせた利用が可能

▲温水プール

▲田島分館 (プラザ田島 )入口

▲トレーニング室

全ユニバーサルデザイン、プール完備

地域住民の交流の場、「プラザまつり」市民館、図書館が併設された地域コミュニティ施設

いろいろなスポーツが楽しめる施設

▲1-2階が中原市民館 ▲生涯学習相談ルームの様子

市内公的施設等の紹介

企画展　『描
か

く！』マンガ展

期間：7月23日（土）～9月25日（日）

～名作を生む画技に迫る ― 描線・コマ・キャラ～
　日本人はこんなにマンガを描いてきた――マンガを「描く」「人に見せる」
「たのしむ」という、マンガの本質的な営為に着目し、優れたマンガ家たちの
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Ⓐ、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

■申込み : 往復はがき（各教室 1人 1枚）に下記事項を記入（返信用にも住所・氏名を記入）
　①希望教室名　②名前（ふりがな）　③性別・年齢　④住所（〒）　⑤電話番号・FAX番号
　⑥保育付きの教室希望者は、保育の有無を記入
■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－ツ教室担当
■応募締切 : 平成 28年 8月 4日（木）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て、締切日以降に郵送します。
■申込み・問合せ : スポ－ツ教室担当　電話 044-733-5894　 FAX 044-733-6697　

会　場：企画展示室１
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

川崎市生涯学習財団で主催する『健康・体力づくりスポ－ツ教室』の募集についてご案内します。ご参加をお待ちしています。

　　　　　　　　　　北海道旭川市旭山動物園の前園長の小菅正夫さんは、私たちが環境のためにできることの
ひとつは「人間たちの価値で考えるのはなくて、動物になった気持ちで考えるということ」、つまり「思いやり」の
気持ちが大切であるといっています。エコ暮らし未来館や環境館に併設の資源化処理施設では、「空びんの色分け」
「ペットボトルのキャップはずし」「ミックスペーパーの選別」等、最後は人の手で選別していました。人間が生
態系のバランスを崩さないことや地球温暖化・資源循環について学ぶことは、地球を思いやる第一歩になります。

あ と が き

川崎市市民ミュージアム
武蔵小杉駅（JR南武線・横須賀線・湘南新宿ライン、東急東横線・
目黒線）北口下車　市バス、東急バス・約10分
  ℡ 044-754-4500

©さいとう・たかを 
©KIYOHIKO AZUMA/YOTUBA SUTAZIO

平成28年度 第 2期 健康・体力づくりスポ―ツ教室募集

教室名（定員・人） 開 催 期 間 曜日・回数・時間 受講料（保険料含む）

からだを使って英語で遊ぼう （30 組）9/5 ～ 12/5（9/19,10/10 休） 月曜日　全 12回 9:45 ～ 10:30  9,870 円※①

エアロビクス （40）9/5 ～ 12/5（9/19,10/10 休） 月曜日　全 12回 11:00 ～ 12:00  8,640 円

ヨ－ガA （45）9/6 ～ 12/6（11/29 休） 火曜日　全 12回 13:30 ～ 15:00  8,640 円

ヨ－ガB （45）9/6 ～ 12/6（11/29 休） 火曜日　全 12回 15:15 ～ 16:45  8,640 円

気功太極拳教室〈火曜日コ－ス〉 （40）9/6 ～ 11/22 火曜日　全 12回 10:00 ～ 11:30  8,640 円

気功太極拳教室〈水曜日コ－ス〉 （40）9/7 ～ 11/30 （11/23 休） 水曜日　全 12回 13:15 ～ 14:45  8,640 円

ストレッチ健康体操教室 （25）9/7 ～ 11/30 （11/23 休） 水曜日　全 12回 15:15 ～ 16:15  8,640 円

ピラティス教室 ※保育有 （28）9/7 ～ 11/30 （11/23 休） 水曜日　全 12回 9:30 ～ 10:30  8,640 円

骨盤エクササイズ （28）9/7 ～ 11/30（11/23 休）  水曜日　全 12回 10:45 ～ 11:45  8,640 円

楽しいフラダンス教室 （25）9/8 ～ 12/8（9/22,11/3 休） 木曜日　全 12回 10:00 ～ 11:15  8,640 円

ZUMBA教室 ※保育有 （35）9/9 ～ 11/25 金曜日　全 12回 9:30 ～ 10:30  8,640 円

ストレッチ&リズム体操教室 （25）9/9 ～ 11/25 金曜日　全 12回 10:00 ～ 11:15  8,640 円

ベビーリトミック教室 （25 組）       9/16 ～ 11/18 金曜日　全 10回 11:15 ～ 12:00  8,220 円※②

※①　　保護者一人、
子ども二人、12,340 円
※②　　保護者一人、
子ども二人、10,300 円

※保育付　１教室あたり、保育児
１名につき別途 6.800 円（税込、
保険料含む）対象 (1 才～３才 )
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会　場： 川崎市生涯学習プラザ及び現地
申込み： 詳細な日程等を掲載の『かわさき市民アカデミー講座のご案内』パンフレットの受講申込書をご利用ください。 
 ホームページからも申込みできます。http://npoacademy.jp/　　〇申込締切　8 月 19 日（金）
問合せ： かわさき市民アカデミー　TEL 044⊖733⊖5590（平日 9:00 ～ 16:00）

▲『かわさきそだち』を楽しもう講座風景

【広告】

2016 年度後期　かわさき市民アカデミー　地域協働講座　受講生募集！

川崎市都市農業振興センター職員　ほか 聖マリアンナ医科大学教授　武者　春樹　ほか 

『かわさきそだち』を楽しもう スポーツ医学の意義と実践
―詳しく知って楽しい健康ウォーク

葬送ジャーナリスト　碑文谷　創　ほか

今どきのエンディング

市内企業の代表と研究者　ほか

地域社会に貢献している川崎の
会社と人々　その１３

神経小児科医師　高木　一江　ほか　　

発達障がいを理解するー幼児から
中学生までの子どもへの理解と支援 

新鮮で安全・安心な農産物「かわさ
きそだち」を通して、都市農業の大
切さに目を向けます。サツマイモ掘
り、クリスマスリース作り、料理講
習、農地ウォーキングの体験と講義
があります。

日々の生活や活動とスポーツの関係
ウォーキングの基礎を学びます。

（講義と実践）

10/24～12/5㈪　13:00～　
終了時間は、回によって変わります。計5回
受講料 4,110円　定員30名

10/17～11/14㈪　
15:00～17:00  計5回
受講料 4,210円（保険料含む）　定員40名

10/6～11/17 ㈭  　10:00～11:30　計5回
受講料 4,110円　定員50名

10/6～1/12 ㈭　13:30～15:00　計10回
受講料 8,220円　定員72名

10/8 ㈯　 13:30～15:30  （1回）＊公開講座
10/14～11/11 ㈮　 10:00～12:00　（4回） 計5回
受講料 4,110円　定員40名

お墓のこと・葬儀のこと、資産管理の
こと、住まい方のこと等の現状を学び、
今をどう生きるかを考えます。

トヨタの「MIRAI」・インフラ点検で
活躍するロボット・香料の開発
人形劇団ひとみ座見学等、好奇心を
そそるラインナップ

発達障がいの理解を深めるため、
医療などの専門家や子育て経験者の
お話を伺います。
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