
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

◆GW は『まいにちがプレーパークの日』 
今年は、10日間連続してプレーパークの日を実施。
たき火や工具を使って遊べるよ♪ 
・4/28(土)～5/7(月)の 10 日間 

◆おさがりバザール週間 
着られなくなった子ども服や靴を無料でお譲りしてい
ます。ご家庭にある春物をお持ちよりください。 
・3/20(火)～27(火)  14:00 頃～  

※3/21(水)は施設点検日でお休みです。 

◆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。 
 第 2・4 水曜日 10：30～13:00 

 ・3/14(水)みんなでお団子を作ろう(参加費一人 50 円) 

 

      ４月以降、内容は未定 

 

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

よちよち歩きの子あつまれ 
対象：よちよち歩きから幼稚園・保育園入園前の

お子さん。あるいは幼稚園・保育園等に通
っていないお子さん。 

◆パネルシアター ～ハッピーメロディー～ 

日時： 3/29（木）10:00～ 定員：150 名（先着順） 

申込： 2/7（火）から電話で受け付け 

◆よちよちっ子のおはなし会 

日時：3/27（火）、4/3（火）いずれも 10:00～ 

定員：各回 25 組（先着順） 

申込：3/27 の会は  2/7(火 )から、4/3 の会は

3/11(日)から電話で受け付け 

 
 大山街道ふるさと館         044(813)4705 

         URL http://furusatokan.web5.jp/ 
◇研究発表会 
日時:3/7(水) 15:30 から 

内容：子ども探検クラブ員の研究発表と活動報告 

会場：ふるさと館 イベントホール 

◇趣味の作品展 
日時：6/28（木）～7/2（月） 

   10:00 から 17:00 まで 

内容：高津区老人クラブ連合会員による 

絵画、陶芸、書、編み物などの作品の展示 

会場：ふるさと館 展示室 
 

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 

パパのための 絵本読み聞かせ特別公開講座 
「久留島太郎の絵本ライブ」 

－ギター＆トーク＆読み聞かせありの絵本ライブ－ 

日時：3/24(土)14:00~15:00 80 名乳幼児からどなたでも 

申込：3/10(土)10:00~ 整理券配布(事務室) 

 
 

平成 24 度 第１期 “健康・体力づくりスポーツ教室” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ 申込方法：往復はがき(各教室ごとに 1 人 1 枚)に次の事項を記入 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℡・Fax  ※ 返信用はがきには住所・名前を明記してください。 

■ あて先：〒211-0064 川崎市中原区今井南町 514-1  

(財)川崎市生涯学習財団事業推進室 スポーツ教室担当      

■ 応募締切：平成 24 年 3 月 19 日(月)必着。応募者多数の場合は抽選とします。 

■ 受講料払込等：抽選結果と合わせて平成 24 年 3 月 22 日(木)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、教室開始後のキャンセルには返金できません。また、申込者本人 

   以外の受講はできません。くわしくはスポーツ教室担当まで。 ℡ 044-733-6626  Fax 044-733-6697 

 

 

 

川崎市生涯学習プラザ 施設利用の申込みがメールでも
．．．．．

 できるようになります！ 
  

川崎市生涯学習プラザ施設の予約申込みが、４月１日からはメールでもできるようになります。 
①インターネットで「川崎市生涯学習プラザ」を検索します。 http://www.kpal.or.jp 
②トップページ「かわさきの生涯学習情報」の下方にある『生涯学習プラザ』をクリックします。 
③左方にある『使用申込状況』をクリックします。 
④その下に出てくる『部屋名』をクリックして空き情報を調べ『お申込みはこちら』をクリックする 

とメール申込みフォームが表示されます。このような手順で申込み手続きを進めることができます。 

注意!! 
1.申込手続きは ①プラザ受付カウンターで ②電話で ③メールで と３通りになります。 

2.電話で申込みできるのは抽選日の翌日からです。メールでの申込みは抽選日の翌々日 

 からになります。 

3.抽選日は「その月の初めの平日」が原則。念のため電話・プラザ受付・ＨＰで確認を。 

◆お問合せ：生涯学習プラザ ０４４－７３３－５５６０ 

  第 29号 

2012 (平成 24)年  

3月 1日号 

通称 ＫＳＪ 
 

 

発行 (財)川崎市生涯学習財団 〒211-0064川崎市中原区今井单町 514-1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:stage-up@kpal.or.jp 

無料 

教室名(定員) 開催期間 曜日・(回数)・時間 受講料(保険料含む)
ボディメイクエクササイズ教室
　　　　　　　　　　　　　(40名)

4月16日～7月9日
(4/30は休み)

月曜日(全12回)
11:15～12:15

８，４００円

ストレッチ健康体操
　　　　　　　　　　　　　(40名)

4月18日～7月11日
(5/2は休み)

水曜日(全12回)
15:40～16:40

８，４００円

たのしいフラダンス教室
　　　　　　　　　　　　　(25名)

4月19日～7月12日
(5/3は休み)

木曜日(全12回)
10:00～11:15

８，４００円

リズム＆ストレッチ体操
　　　　　　　　　　　　　(25名)

4月20日～7月13日
(5/4は休み)

金曜日(全12回)
10:00～11:15

８，４００円
 

 
 

 

川崎市子ども会議は 2002(平成 14)年、「川崎市子どもの権利に関する条例」を 

もとに誕生し、活動を始めました。 

この条例は、子どもの権利について大人も子どもも共通に理解しよう、そして、子どもも一人の人間

（権利の主体）として尊重し、権利侵害から守り、自分らしく生きていくことを支えていこうという思

いで制定されたものです。条例の 30 条に、地域において子どもが主体的に社会参加し、意見を表明す

ることを目的とした「川崎市子ども会議」が規定されて誕生したのです。 

   

 

子どもが中心となって、子どもの意見を川崎市の施策に活かす活動をしてい 

ます。 

広く子どもたちの意見をまとめて市長に報告するために、子どもたちが自分 

たちで考えながら調査活動や学習会を行っています。また、美化活動やペット 

ボトルキャップ集めなどの活動もしています。毎年 12月ごろには、『子ども集会』を開催し、多くの子

どもたちと意見交流をしています。年度末には市長に１年間の活動の成果を報告し、さらにすばらしい

川崎にするための意見を伝えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■問合せ：川崎市教育委員会生涯学習推進課 ℡ ０４４－２００－３５６５ 

川崎市子ども会議はどうして誕生したの？ 

 

川崎市子ども会議はどんな活動をするの？ 

 

川崎市子ども会議 子ども委員・サポーター募集 

 川崎市子ども会議では、平成24年度一緒に活動してくれる子ども委員とサポーターを募集しています！ 

〈子ども委員〉 小学４年生から高校３年生(同等年齢)まで、だれでも参加できます。 

〈サポーター〉 高校卒(同等年齢)以上です。基礎的なサポーター養成講座を受講していただきます。 

子ども委員の話し合いや活動に対して、相談に乗ったり助言したりして、「子ども会議」 

の運営がスムーズにいくよう支援します。 

〈活動場所と活動日〉 川崎市子ども夢パーク(JR单武線津田山駅下車徒歩 7分) 

            毎月第１・３日曜日 10:00～15:00              ※ 交通費は支給されます。 

 

 

 

〈 お 知 ら せ 〉  
アリーノは３年間の任期を終え、4月より次期指定管

理者 アクティオ㈱にその運営をバトンタッチすること
になりました。皆様のご愛顧に深く感謝申し上げます。 

 

空いている施設の 

 

携帯メールは不可！ 

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


 

 

 

 

 

【平和館】     ℡ 433-0171 

川崎大空襲記録展 

～私たちのまちに「空襲」があった～ 
期間：3/10(土)～5/６(日) 

会場：平和館 

内容：空襲被害の写真や焼夷弾な 

どの所蔵品の展示。 

オープニングイベント 

日時：3/10(土)13：00～16：30 

内容：市内の小・中学生による平 

和に関する発表、戦争体験の  

語り、映画「アニメ・ガラスの 

うさぎ」の上映。 

※詳細は電話でお問合せください。 

【川崎市アートセンター】 

℡ 955-0107 
〈アルテリオ映像館〉 
『鬼に訊け 宮大工 西岡常一の遺言』 
奈良・法隆寺や薬師寺等の仏教建

造物復興に一生 
を捧げた宮大工、 
西岡常一の生涯。 
上映:4/7(土)～ 

4/20(金) 
特別上映 
『旧太田家住宅  

焼損復旧修理工事の記録』 
生田緑地にある日本民家園に移

築保存されている重要文化財、旧太
田家の復旧修理工事の記録。緻密な
構造を、現代の棟梁が高い技術で復
元していく過程をとらえる。 
上映：4/8(日) 時間等は要問合せ 
 
 

 

 

【かわさき宙
そら

と緑の科学館】 
（青少年科学館） ℡ 922-4731 

4 月 28 日（土） 
リニューアルオープン!! 
最新鋭のプラネタリウム投影機 

「メガスター・Ⅲ・フュージョン」 
世界最高水準の星空を体験！ 
直径 18ｍのドーム施設の中で、 

きれいな星の輝きの下、宇宙空間 
を自由自在に飛び 
回るような体験が 
できるのが特徴で 
す。他にも展示コ 
ーナーや科学実験 
などが有り、家族 
でお楽しみいただ 
けます 
 

 

 

 
 
【日本民家園】   ℡ 922-2181 
夜の民家園 

日時：4/14(土)・15(日) 
18：00～20：00 

(17：00～18：00 の間は閉園) 
小雨決行・荒天中止 

料金：300 円(中学生以下無料) 
※年間パスポート利用可 

14 日 18:15～みちのくむかしばなし 

15 日 18:15～落語 桂米多朗 師匠 

先着：各 60 人 

 宿場・信越の村の夜間公開、夜なべ

仕事実演、床上公開などのほか、暗闇

の中を提灯をもって歩くことができま

す。ライトによって浮かび上がる民家

をお楽しみください。 

春のお茶会 
日時：5/３(木祝）・５(土祝） 

・12（土）10:30～  

定員：先着 100 名 小雨決行 

料金：和菓子つき一服 300 円 

（入園料別） 

和太鼓  ～演奏と体験～ 
日時：5/４(金・祝）①11:30～12:10 

②13:30～14:10 

演奏：鼓楽(こらく) 

(女性だけの和太鼓グループ) 

料金：無料（入園料別）  

当日自由参加 雨天中止 

日本各地に伝わる伝承太鼓の演奏と誰

でも参加できる太鼓体験を行います。 

【川崎市市民ミュージアム】 
◇企画展      ℡ 754-4500 
「昔のくらし  

今のくらし」 
1/24(火)～4/1(日) 

観覧料：無料 
◇アートギャラリー（常設） 
「ラク描キセヨ ― 
クリエイティヴユニ 
ット トーチカの軌跡」 
「アール・デコの女性と装飾」 
2/4(土)～4/1(日) 観覧料：無料 

◇博物館展示室 
（川崎の歴史民俗資料を常設展示） 

○マンスリー展示「写された霊場」
2/18(土)～4/1(日) 

○特集展示「川崎市の成り立ち」
2/4(土)～4/1(日) 

※3/5～3/7、4/2～5/28 

空調改修工事のため、臨時休館 
いたします。 

 
 

 
 
 

【多摩区運動普及推進員の会】 
～はつらつ健康教室～ 
運動普及推進員は、運動を通じて

地域に健康づくりを広めるボラン
ティアです。多摩 
区では、地域の健 
康づくりの輪をさ 
らに広げるため、 
毎月、健康教室を 
開催しています。 
「転倒予防のための運動体験」 
日時：3/26(月)13:30～15:00 

 （受付 13:15～ 当日先着 30 人） 

場所：多摩区役所保健福祉センター講堂 
講師：近藤政隆氏（健康運動指導士） 
問合せ：多摩区役所 地域保健福祉課 

℡935-3294、Fax935-3276 

【柿生郷土史料館】℡ 988-0004 
第 4 回特別企画展 

「郷土の古民具と信仰展」 
期間：3/4・11・18・25（日） 
第 33 回カルチャーセミナー 
「杉山神社と鶴見川文化」 

講師：松本良樹 氏（麻生観光協会ガイド） 
日時：3/25(日)14:00～ 
場所：柿生郷土史料館 
内容：杉山神社が語る鶴見川流域 

文化の原点を探る 

【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ましょう！ 
講師：スポーツ指導員 白石美由紀氏 

日時：4 月～9 月 金曜日 月 3 回 
10:30～11:30 全 15 回 

対象：H20/4/2~H22/4/1 生まれの子と親 
受講料：7,500 円 定員：25 組 
申込：3/16(金) 8 時半から 先着順 

 

【ヨネッティー王禅寺】℡ 951-3636 
プールの営業を再開！！ 
3/16(金)～3/18(日)2 時間無料 

プールの営業再開にとも 
ない、プール利用 2時間無 
料のイベントを行います。 
(1人 2時間まで。2時間を 
超えると料金がかかります) 
※ 詳細はお問い合わせください。 

【(公財) かわさき市民活動センター】 

℡ 430-5566 
かわさき市民公益活動助成金 
平成 24 年度申請団体募集！ 

 市内で公益的な活動をしており、
中心メンバーに市内在住、在勤、在
学者を含む市民活動団体の公益的
な事業に助成します。 
申請期間：2/9(木)～3/8(木)(必着) 
※詳細はパンフレット、ホームペー
ジをご覧ください。 
 
 

 

【幸市民館日吉分館】 ℡587-1491 
第 8 回さくらフェスタ日吉 

 日吉分館で 2 日間にわたって行
われるイベントです。様々なパフォ
ーマンスをお楽しみください。 
日時:3/24(土)･25(日) 10:00～15:00 

内容：作品展示、作業所製品販売 
料理屋台、フリーマーケット 
リユース図書の配布(9:00～) 

24日:ベーゴマ･けん玉などの体験･
遊びのコーナー、中学生の吹
奏楽発表など 

25日:幼稚園児の歌、小学生の演奏、
紙芝居、ストリーテリング、
ゴスペル、フラダンスなど 

【てくのかわさき】℡ 812-1090 

かわさきマイスターが教える 

ゲルマニウムラジオ製作教室 
電池が無いのに音が聴こえる?! 

不思議なラジオを手作りします。 

講師：伊藤直義 氏 

(平成 22 年度認定マイスター) 

日時：3/17(土)10:00～12:00 

受講料：1,500 円(材料費込) 

定員：20 人(小学 3 年以上 抽選) 

応募締切：3/8(木)17：00 

申込み・問合せは電話で！ 

【男女共同参画センター すくらむ 21】     

℡ 813-0808 Fax 813-0864 
子も変わる、親も変わらなきゃ 
～思春期の子どもと過ごすコツ～ 
 子の世話に手がかからなくなっ
てくるなかで、親の役割はどのよ
うに変化し、またどのような親子
関係や夫婦関係を築いていくべき
か、思春期の心や体の変化につい
て考えましょう。 
講師：大河原美以氏（東京学芸大学教授） 
日時：3/17(土)13:30～17:00 
場所：男女共同参画センター 

 4階多目的室 
対象：川崎市内在住･在勤･在学で、

小学校高学年から高校生のお子
さんがいる方 

定員：女性 10 人、男性 10 人(計 20 人) 
 

【(公財）川崎市産業振興財団】 

パソコン講座 ℡ 548-4121 
～平成 24 年 3 月末まで開催中～ 

講座名：初心者パソコン、エクセ 

ル初級/中級、ワード初級/中級、 

パワーポイント、 

その他復習講座あり 
日時：月曜日～土曜日 午前・午

後・夜間・１日講座有り 

場所： 川崎市産業振興会館 

受講料：10,000 円／5,000 円  

(税・テキスト代込) 

※詳細はチラシまたは電話で！ 

【川崎市聴覚障害者情報文化センター】 

℡ 798-8800  Fax 798-8804 

手話奉仕員養成講座(入門課程) 
 初心者向けの手話講座です。 
定員：各 30 人  全 19 回 
①幸区コース 4/25～8/8(水)16 回 

 10：00～12：00  於:パルさいわい 
②宮前区コース 4/19～8/9(木)16 回 

 13：30～15：30  於:パルみやまえ 
上記各コースでの 16 回の講習

のほかに、聴覚障害者情報文化セ
ンターにおいて土曜日午後 3 回、
合同で講習を行います。 
申込：往復ハガキで 4/12(木)まで 

詳細は福祉パルや各区役所などに置いて
あるチラシ、ホームページをご覧ください。 
 

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 

川崎市内施設の活動・催し物情報や企画展の紹介、誰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。情報をおよせください。 ☎ 044-733-5560 (財)川崎市生涯学習財団 

【石川記念武道館】  ℡ 544-0493 
◆平成 24 年度前期武道教室 受講者募集！ 

礼儀を学ぶ・心を学ぶ！相手を思いやる心から‥‥ 
そして、自分と向きあう事のできる大切な時間を。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
※受付開始 4/16(月)より 
※詳細はホームページ(http://www.ishikawa-budokan.jp/)をご覧ください。 

教室名 日程 時間 対象・定員 受講料
5/12～6/30 小学生以上

土曜日(全８回) 30人
5/8～5/31 小学生以上

火･木曜日(全8回) 30人
5/10～6/28 小学生以上

木曜日(全８回) 30人
5/12～6/30 小学生以上

土曜日(全８回) 20人
5/12～6/30 小学生以上

土曜日(全８回) 30人
5/8～5/24 小学生以上

火･木･土曜日(全８回) 20人

3,500円

3,500円

合気道

柔　道

16:40～17:50

18:00～19:15

空手道

剣　道

尐林寺拳法

なぎなた

17:30～19:00

17:00～18:30

18:00～19:00

14:00～15:30

3,500円

3,500円

3,500円

3,500円

【川崎市多摩スポーツセンター】 ℡ 946-6030  

平成 24 年度第 1 期スポーツ教室のご案内  
（4 月～7 月 全 12 回） 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
★A:2 歳児(2010 年 4 月 2 日～2011 年 4 月１日生まれ)・B:3 歳児(2009 年 4 月 2 日～2010 年 4 月 1 日生まれ)  

☆15歳以上は中学生を除く    申込締切 3/27(火)往復ハガキ必着 

※詳細は電話で問い合せ、またはホームページをご覧ください。 

曜日 教室名 時間 対象
柔道入門初級 17:30～18:30 小・中学生
弓道入門(Ａ） 9:30～11:30 中学生以上

健やか親子体操Ａ･Ｂ A9:30～10:30、B10:45～11:45      ★
剣道入門初級 17:30～18:30 小・中学生

Jr.フットサルＡ･Ｂ A17:00～18:15、B18:30～19:45 A小1～3B小4～6

バトミントン(初級) 9:30～11:00 ☆15歳以上
植松雄太のシェイプアップ 9:30～10:30 ☆15歳以上

やさしいフラダンス 10:45～12:00 ☆15歳以上
エアロビクス(中級) 13:30～14:45 ☆15歳以上
みんなでカンフー 17:00～18:05 小学生以上

ファイティングエクササイズ 18:20～19:30 ☆15歳以上
ルーシーダットン(タイ式ヨガ) 19:45～21:00 ☆15歳以上

気功･太極拳 9:15～10:30 ☆15歳以上
おなかスッキリエクササイズ 19:00～20:15 ☆15歳以上

卓球(初級)※全11回 9:30～11:00 ☆15歳以上
からだに良いヨガ 9:15～10:30 ☆15歳以上
エアロビクス(初級) 10:45～11:45 ☆15歳以上
みんなで合気道 17:30～18:30 小学生以上

土 弓道入門(B） 13:30～15:30 中学生以上

木

水

金

火

昭和 30 年頃の 
茶の間の風景 

(再現) 

© 『鬼に訊け』 
製作委員会 

入場無料 

メガスター  Ⅲ  フュージョン 

【日本民家園】 

【川崎市民ミュージアム】 

【川崎市アートセンター】 

【平和館】 【ヨネッティー王禅寺】 

【かわさき宙(そら)と緑の科学館】 

【会館とどろき】 

【柿生郷土史料館】 

【多摩区運動普及推進員の会】 
 

【(公財)かわさき市民活動センター】 

【幸市民館日吉分館】 

【石川記念武道館】 

【川崎市多摩スポーツセンター】 

【(公財)川崎市産業振興財団】 

【川崎市聴覚障害者情報文化センター】 

【男女共同参画センター すくらむ 21】 

【てくのかわさき】 

※3/5～3/7、4/2～5/28 
空調改修工事のため、臨時休館 
いたします。 

 

http://www.saiwai-sc.jp/

