
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生 涯 学 習 財 団 管 理 施 設 か ら の ご 案 内 
詳しくは、各施設に電話でお問い合わせいただくか、各施設のホームページをご覧ください 

子ども夢パーク           044(811)2001 

URL  http://www.yumepark.net 

◆ こどもゆめ横丁 11 月 6 日(日)10:30～15:00 予定 

 いつもの夢パークに子どもの“街”が出現！ 
お店の建設も、何を売るか、いくらで売るかなど自
分たちで考え、本物のお金を使って商いをします。 

 お店を出したい人は説明会に来てね!! 
※出店者説明会 9 月 24 日(土)、25 日(日) 
子ども説明会 10：00～・おとな説明会 14：00～ 

◆ 親子でもっとあそぼう会 
 乳幼児親子対象、プレーパークで遊びます。 
※9月から第 2･第 4水曜日 10:30～13:00 くらいになります。 
･10 月 12 日（水）ちびっこ迷路で遊ぼう 
･10 月 26 日（水）泥焼きあそび 
･11 月 9 日（水）プレパツリーにペンキ塗り 

青少年の家               044(888)3588 
URL http://homepage3.nifty.com/seisyounen-ie/ 

◆ よちよちっ子のおはなし会 

日時：9/6（火）、9/20（火）、10/4（火） 

いずれも 10 時～ 

対象：よちよち歩きのお子さんから、幼稚園・保育

園入園前、あるいは幼稚園・ 

保育園に通っていないお子 

さん。 

申込：電話でお申込みください。 

9/6・9/20 の会は受付中です。 

10/4の会は 9/20 から受付けます。 
 

大山街道ふるさと館       044(813)4705 
 URL http://furusatokan.web5.jp/ 

◆ 郷土理解（街道学習）講座 （２回シリーズ) 

～なるほど!歩いて楽しい大山街道～ 
ウォーキングリーダーに中平氏をお招きし、初秋の
大山街道を歩きます。 
日時:10 月 8 日《土》、22 日（土） 
講師：中平龍二郎氏（地図研究家） 
定員：25 人（定員になり次第締め切ります。） 
受付：9 月上旬を予定しています。 
 ※詳細は案内チラシをご覧ください。 

有馬・野川生涯学習支援施設《アリーノ》 

URL http://www.arima-nogawa.jp 044(853)3737 

◆ 秋にお届けする二つのコンサート 
☆ドゥ・エール(ピアノとヴァイオリン)による東日

本大震災復興チャリティーコンサート 

 9/25(日) 入場料は被災地へ寄付 

☆第 14 回クラシックの夕べ 

『中山 京ハープの調べ』10/8(土) 

－いずれも－ 

対象：５歳以上 

時間：15:30 会場 16:00 開演 

チケット：2 週間前より(9/25 は 9/11、10/8 は 9/24)発売  
※中面にも催しの案内があります！ 

 

川崎フロンターレと本を読もう！ 
川崎市教育委員会では「読書のまち・かわさき」

事業の一つとして、サッカーＪ１チーム「川崎フロ

ンターレ」と協働で、読書推奨キャンペーン事業「川

崎フロンターレと本を読もう！」を実施していま

す。選手による読み聞かせや、選手が選んだおすす

め本を紹介した冊子の配布ほか、昨年度はフロンタ

ーレのマスコットが活躍 

するオリジナル紙芝居を 

作成しました。 

今年も、選手が選んだ 

おすすめ本の紹介、選手 

による読み聞かせや等々 

力競技場での読書イベン 

トなどの開催を予定して 

います。詳細が決まり次 

第発表いたします。 

◆「キックオフ！“読書のまちかわさき”」Vol.３ 

 平成 23年度版「キックオフ！ 

“読書のまちかわさき”」を川崎 

市立図書館で配布しています。 

フロンターレ選手 8名が選ん 

だ推薦図書を紹介した冊子で、 

今年は中村憲剛選手へのインタ 

ビュー記事も掲載しています。 

ぜひご覧ください。 

 

「読書のまち・かわさき」 
 

川崎市では、2000年の「子ども読書年」を契機に「読 

        書のまち・かわさき」事業を立ち上げ、子どもの読書活 

動推進の一歩を踏み出しました。読書活動を通じて子ど 

もたちの豊かな心と自ら学ぶ力を育むことを目的に、家庭・地域・学校が 

一体となった読書活動の推進に取り組んでいます。また、子どもだけでな 

く、あらゆる世代が生涯を通じて学び、活動し、学習の成果がまちづくり 

につながるよう、川崎として特色のある読書活動を目指しています。 
  

〈かわさき読書週間〉 

                               10 月 30 日（日）～11 月 12 日（土） 

 
 
 
 
                       【問合せ】川崎市教育委員会 指導課 

☎ 200-3243 
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市民による市民のための“市民大学” 

 

 

2011 年 9 月～2012 年 3 月開講する後期講座の追

加募集です。下記以外にも約 30 講座の追加募集を

行います。詳細はお問い合せください。 

《 地域協働講座 》 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
対象：年齢 18 歳以上   ９/30(金)締切 先着順 

会場：川崎市生涯学習プラザ・現地など 

【申込み・問合せ先】NPO法人かわさき市民アカデミー 

  ☎044-733-5590  Fax 044-722-5761 

講座名 曜日・時間・受講料 定員
震災につよいまちづくり 木
―川崎で大地震が起きたら 13:30～15:00

10/6開講　全10回 8,000円
有用微生物による環境改善 火
指導者養成講座 10:00～12:00

10/11開講　全5回 4,000円
発達障がいのある子どもたちを 金
理解するために―地域での子育て 10:30～12:00

10/7開講　 全5回 4,000円

70人

36人

30人

 
 
 
 

 グラフィックデザイナー福田繁雄(1932～2009)

の回顧展。1950 年代から 2000 年代に至るまで半

世紀にわたって製作された平面作品 200 点、立体

作品 200 点余りを紹介し、作家の全貌を振り返り

ます。これまで誰も成し遂げなかった実験的な造

形や視覚言語に出会える絶好の機会です。 
 
〈会期〉 

9/17(土)～11/6(日) 

（月曜日休館 祝日の場
合は開館し翌日閉館） 

〈時間〉 
9:30～17:00 

   （入館は 16:30 まで） 

〈会場〉 
川崎市市民ミュージアム
企画展示室１ 

〈観覧料〉 

一般 600 円 

大学生・65 歳以上 400 円 

高校生 200 円 

中学生以下無料 

 

 

 

福田繁雄《VICTORY 1945》1975 年 

DNP 文化振興財団蔵 

 
 
 
 
 
 

 

対象：市内在住または在学の小学校１年生～中学校

３年生で、全回を通して参加できる方。 

定員：20 人(定員を超えた場合は抽選) 

会場：生田中学校特別創作活動センター 

申込方法：往復ハガキ 

①教室名②参加者氏名(ふりがな)③性別④学校

名・学年⑤郵便番号・住所⑥電話番号を記入。 

※返信ハガキに返信先の住所･名前を記入。 

締切：2011 年 11 月 18 日〈金〉 消印有効 

【申込み･問合せ先】 

〒211-0064川崎市中原区今井南町 514-1 

(財)川崎市生涯学習財団 冬の子ども創作教室係 

 ☎ 044-733-5894 Fax 044-733-6697 

 

日時：2012 年１月 7 日・ 

8 日・9 日 

13:30～15:30 

教材費：3,000 円 

 

日時：2012 年 1 月 7 日･

8 日･15 日･22 日 

9:30～11:30 

教材費：2,000 円 

  

 

◆かわさき読書の日のつどい 
 日にち：１１月６日（日） 
 会 場：高津市民館大ホール 
 時 間 第Ⅰ部 読書活動優秀団体(個人)表彰式 11:00～11:45 
     第Ⅱ部 講演会と子どもたちとの交流会 13:45～16:00 

          講師 なかえよしを氏 
「ねずみくんが見つめてきた大切なこと」 

 参  加：申し込み不要。（無料）どなたでも参加できます。 

オリジナル紙芝居 
ふろん太くんが図書館利用のマ
ナーや読書の楽しさを伝えます。
市立図書館で貸出しています。 

講談社出版文化賞など数々の賞
を受賞した「ねずみくんのチョッ
キ」などで知られる絵本作家 

平
成
23
年
お
す
す
め
本
紹
介
冊
子 

http://www.arima-nogawa.jp/
http://www.kpal.or.jp/


どなたでも気軽に参加できるイベント・催し物の情報を募集・掲載し
ています。情報をお寄せください。 

 

 

 

 

 

 体操フェスティバルかわさき 2011 

～参加団体募集中!!～ 

参加者全員で健康の輪を広げよう！ 

日時：11/12(土)9:20～16:30 

会場：川崎市とどろきアリーナ 

対象：競技目的でなく健康や楽しみを 

求めて体操等をしている団体 

申込締切：9 月 17 日(土) 

問合せ：℡090-1468-6037 

体操フェスティバルかわさき 2011

実行委員会事務局  伊東 
 

【川崎市アートセンター】 
℡ 955-0107 

〈アルテリオ小劇場〉 
☆ イデビアン・クルー新作ダンス公演 

 『出合頭』 DEAIGASHIRA 
男女の人間模様を描写した最新作 

振付・演出：井手茂太 

公演：10/25(火)～30(日) 

料金：一般 5,000 円 

   学生 3,500 円 

 前売券は 500 円引き 

※29日(土)15:00～ 

託児サービスあり。 

詳細はお電話を！ 

〈アルテリオ映像館〉 
☆ 韓国ニューウェーブ、再発見 

「風吹く良き日」9/3～16 

「鯨とり ナドヤカンダ」9/10～16 

☆ 秀作・新作 

「朱花の月」9/17～30 

「赤い靴」「ジョン・レノン、ニュー

ヨーク」9/17～10/7 

※詳細はチラシまたはお電話で！ 
 

 

 

【日本民家園】   ℡ 922-2181 
人形浄瑠璃 
「生写朝顔話 宿屋の段・大井川の段」 

日時：9/25(日)1 回目 12:30～14:00 

     2 回目 14:30～16:00 

定員：各回 120 人 

料金：一般 1,000 円 学生・子ども 500 円 

申込方法は民家園 HP 参照（締切 9/12) 

夜の民家園～宿場・信越の村夜間 

公開、夜なべ仕事実演、落語ほか～ 

日 時：10/15(土)・16(日) 

    18:00～20:00 

入園料：300 円(中学生以下無料) 

【南部身体障害者福祉会館】   

℡ 244-3971 

～南身館フェスティバル～ 
南身館施設や当会館を利用する障

害者団体、ボランティアサークル、

地域で活動している福祉団体が、

普段の活動や成果を紹介します。 

日時：11/5(土)・6(日) 10 時~15 時 

会場：南身館 川崎区大島 1-8-6 

内容：施設・団体・サークルの活

動紹介、施設・作業所の製品

展示販売、模擬店、バザー、

マッサージ体験   など 
 
【川崎市民プラザ】℡ 888-3131 

ラテンジャズビッグバンド 

フェスティバル 
前夜祭:9/10(土)18 時 開場 17 時半 

本 祭:9/11(日)13 時 開場 12 時半  

入場料:前夜祭 前売券 2,000 円 

当日券 2,500 円本祭は無料 

出 演:ザ・ビッグバンド・オブ・ 

ローグス（東京

キューバンボー

イズＪｒ.）、関

東甲信越を中心

とした中高校大 

学生、社会人のラテンバンド演奏。 

フリーマーケット 
9 月 25 日(日)10 時～15 時 

マジックショ一Ⅱ 

10 月 2 日(日)12 時～ 

 

【教育文化会館大師分館】℡ 266-3550 

プラザ大師コンサート 
   ～オペラを聴こう～ 

二期会所属オペラ歌手・相沢磨由

さんの親しみやすいオペラを！ 

日時：10/1(土)19 時～20 時 

定員：中学生以上 100 人 先着順 

申込：9/16(金)10:00～ プラザ大師 

事務所で整理券(200 円)配布 

郷土・川崎再発見 

～麦わら細工の民芸品を追う～ 
なら茶飯の調理･見学会(要交通費) 
日程：10/5～11/9  10 時～12 時 全６回 

定員:20 人(抽選) 材料費：500 円 

申込：往復ハガキで 9/16 まで 

 

 
 
【公文書館】    ℡ 733-3933 
◇歴史講座◇ 

「江戸時代の川崎と街道 
   ‐交わる人々と文化‐」 

 江戸時代の街道・宿駅・往来し

た人々の歴史について。 

講師：村上直（法政大学名誉教授）ほか。 

日時：10/30～11/13 の各日曜日      

14:00～16:00（全 3 回）  

定員：40 名（抽選）受講料 2,000 円 

申込：9 月 25 日（消印有効）まで 

に直接公文書館（ハガキかハガキ 

代 50円持参）又は往復はがき（住 

所・氏名・電話番号を明記）で 

〒211‐0051 川崎市中原区宮内 4－1－1 

   公文書館歴史講座係 まで 

【男女共同参画センター すくらむ 21】     

℡ 813-0808 Fax813-0864 
「きばらず介護するということ」
義母の在宅介護をしながら管理職

としての仕事を続け、自分らしさも

大切に生活している講師の体験談!! 

日時:10 月 29 日(土)10 時～12 時 

講師：小石川知恵氏(市立井田病院

医療安全管理担当課長) 

会場：すくらむ 21 第 1・2研修室 

定員：30 名 先着順 参加費：無料 

申込：9/26(月)9 時から℡・Fax・
ホームページの申込フォームで 

   ( http://www.scrum21.or.jp) 

【川崎市聴覚障害者情報文化センター】 

℡ 798-8800 Fax 798-8804 
「補聴器とコミュニケーションの講座」 

補聴器について、聴こえの低下を補

う方法を仲間と一緒に学びましょう! 

10/14,21,28,11/4 の金曜日 13:30～ 
※申込方法等の詳細は電話･Fax で！ 

【川崎区役所保健福祉センター】 

いきいき健康づくり・子育てフェスタ  
10 月 28 日(金)10 時～14 時 

テーマ：世代間交流 
幅広い世代の健康づくりや子育

てしやすい環境づく 
りの情報、作業所 
物品販売やイベン 
トを企画中！ 
(会場)教育文化会館 
(問合せ) ℡201-3216 

 

 

【宮前図書館】 ℡ 888-3918 

第６回 かわさき・読書の日 

子どもも大人も みやまえ・本とお話の一週間 
 絵本の読み聞かせ、折り紙教室、
ぬいぐるみのおとまり会、教科書
の今昔、大人のための絵本とおは
なしの会、図書館クイズツアー、
人を育てる唄（まめっこママサロ
ン）本の展示、カルタ遊びなど。
地域の方々と本を結ぶ、様々な活
動を行います。 

日時：10/21(金)～10/26(水) 

   10:00～16:00 

会場：宮前市民館ギャラリー 

【幸図書館】  ℡ 541-3915 

大きなおはなし会 
３歳以上のお子さんを対象にした

本の読み聞かせやパネルシアター

日時：10/26(水)14:30～15:10 

出演：幸えほんの会 

大人のためのおはなし会 
日時：10/29(土) 

14:00～14:45 

出演：語りの会 

ストーリーテリング幸 

会場：いずれも幸市民館音楽室 

※申込不要、当日直接会場へ 

【多摩図書館】   ℡ 935-3400 
第 14 回読書普及文化講演会 

江藤潤 講演会 

『やさしさとおもいやり』 

日時:11/8(火)18:30～20:00 

会場:多摩市民館 大ホール 

定員:900 人(定員を超えた場合は抽選) 

費用:無料 

申込:往復はがき 10/25 必着 
  代表者住所・氏名・電話番号・

参加希望人数(4 人まで)を記入 

〒214-8570(住所不要)多摩図書館内 

「江藤潤講演会」係 

【有馬・野川生涯学習支援施設 アリーノ】 
℡ 853-3737 

☆ ペットと一緒に地域づくり 
ペットの介護や災害時のペットの守り方など 

日時：9/17(土)から毎月第 3 土曜日 

 全６回14時～16時(12月は休み) 

申込：9/3(土)10 時～ 電話・窓口 

☆ 矢倉沢往還を歩く 
◇歴史や見どころを学ぶ 

日時：9/11(日) 10 時～12 時 

◇矢倉沢往還を歩く (二子新地～江田) 

日時：10/2(日)、11/6(日)、12/4(日) 

    9:30～12:00 

申込：受付中。電話で申し込み 

【明治大学登戸研究所資料館案内】 
明治大学生田キャンパスは、旧

日本陸軍登戸研究所の跡地にあり 

ます。 

登戸研究所は 1937年、電波兵器

を開発する実験場として開設、そ

の後スパイ用品や每物・薬物・生

物兵器、風船爆弾、偽札などを開

発・製造しました。明治大学では

かつての登戸研究所の建物を保存 

・活用、戦争と

平和を考える場

として一般公開

しています。〈見 

学ツアー〉も有り！ 

○9/3,10,17,24 10/1,22,29(土) 

○13 時 中央校舎１階ロビー集合 

○参加費無料 事前予約が必要  

所在地：川崎市多摩区東三田 1-1-1 

明治大学生田キャンパス内   

開館日：水曜～土曜 10 時～16 時 

問合せ等：℡ 934-7993 

【柿生郷土史料館】 

℡988-0004 (柿生中学校内) 

〈第３回 特別企画展〉 

「かわら版と新聞で見る 

江戸・東京の大地震 展」 
日時：9 月の全日曜日 10:00～15:00 

「安政見聞誌」等の貴重な資料も

展示されます！ 

〈第８回 ガイドセミナー〉 

「大地震の予兆と心構え」 
「新潟地震の経験」等も踏まえ、

安政大地震と関東大震災から地震

の予兆を考える。 

日時：9 月 18 日(日) 10 時 

〈第 29回 カルチャーセミナー〉 

「お江の時代と王禅寺お化粧料」 
日時：9 月 25 日(日) 14 時～ 

講師：法政大学名誉教授 村上直氏 

 

【川崎市緑化センター】 

“秋から冬へ”    ℡ 911-2177 

〈秋まき草花・球根の育て方〉 
パンジーなどの育て方を学びます。 
日時：9/28(水) 定員 30 人 
応募締切 9/14(水) 講習代 500 円 

〈誰でもできるベランダ果樹園のコツ〉 
鉢植えでベランダでも実がなる技術。 

日時：10/19(水) 定員 30 人 

応募締切 10/5(水)講習代 1,000 円 

〈緑化センターまつり〉 

庭木の剪定方法を学びます。 

日時：11/12(土) 14:00～15:00 

定員 30 人 

応募締切 10/29(土) 

講習代 無料 

申込:往復はがきで 
〒214-0021 多摩区宿河原 6-14-1 

【(公財）川崎市産業振興財団】 

１日パソコン講座 ℡ 548-4121 
～９月末まで開催中～

講座名：初心者パソコン 
エクセル初級・エクセル中級 
ワード初級・ワード中級 

日時：月曜日～土曜日 9:00～16:00 

場所： 川崎市産業振興会館 

受講料：10,000 円 (税・テキスト代込) 

詳細はチラシまたは電話でお問い

合せください。 

【会館とどろき】 ℡ 733-3333 

親子体操教室  
お子さんと一緒に体を動かし、楽し

いスキンシップの時間を過ごしてみ
ませんか？ 
講師：スポーツ指導員 白石美由紀氏 

日時：H23 年 10 月～H24 年 3 月 

金曜日 10:30～11:30 
月 3 回・全 18 回  

対象：H20/4/2~H22/4/1 生まれの子と親 
受講料：9,000 円 定員：25 組 
申込：9/9(金) 8 時半から 先着順 

川 崎 市 内 施 設 の 生 涯 学 習 ・ イ ベ ン ト 情 報  
詳しくは、各施設に電話でお問い合わせいただくか、各施設のホームページをご覧ください 

 

井手茂太 

【青少年科学館】℡ 922-4731 
10月から休館。来春リニューアル!! 
①新開発のメガスターでより素
敵な星空体験。 

②川崎の自然を分かりやすく展示。 
③体験しながら楽しく科学の学習。 
④自然の中で飲み物・軽食が楽しめる。 

※10 月から館 
すべてを休館
とします。館
外の事業は継
続します。 
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和光大学 連続市民講座 全 5 回 

“新世界都市物語” 
10/14(金)トランスをみちびく 
   ～中国地方の神舞の世界～ 

10/21(金)パキスタンの音楽と祭り 
10/28(金)ユーラシアの多彩な「まつり」 
11/ 4 (金)交差する礼儀と伝承 

～東大寺お水取り～ 

11/11(金)ドイツの踊る阿呆に見る阿呆 
時間：18:30～20:30(18:00 開場) 
会場：和光大学 E-101教室 
受講料：各回 500 円 
問合せ 和光大学企画広報係 

℡988-1433 Fax988-1594 
「かわさき市民アカデミー」運営協議会 市民委員募集！ 

詳細は、ホームページまたは電話(733-6626)でお問い合せください。 


