
    学校支援センター!! 

【学校支援センターの主な活動内容】 
○地域人材を発掘して、学校支援者リストを作成しています。

○職業体験や出前授業を実施してくれる企業や施設を開拓しています。

○学校からの要請により、人材を紹介しています。

○生涯学習財団など人材情報を持っている様々な機関と連携しています。

【平成２3 年度は、例えばこんな人材を学校へ紹介しました】 
○小学校の家庭科ミシン学習の支援をしてくださる方

○栽培活動の支援をしてくださる方 ○教育相談や生徒指導のカウンセラー

○学習支援をしてくださる方 ○伝統文化（お琴）の指導をしてくださる方

○演劇のボイストレーニングを指導してくださる方 など

〈学校を応援したいと思ってくださる方、ぜひ学校支援センターへ登録ください〉 

川崎区学校支援センター 川崎区役所こども支援室内 080-3584-0530

幸区学校支援センター 幸区役所こども支援室内 080-4158-2502

中原区学校支援センター 中原区役所こども支援室内 080-3584-0712

高津区学校支援センター 高津区役所こども支援室内 080-4158-2553

宮前区学校支援センター 宮前区役所こども支援室内 080-4158-2561

多摩区学校支援センター 多摩区役所こども支援室内 080-3584-0527

麻生区学校支援センター 麻生区役所こども支援室内 080-4158-2571

※ 学校での活動については基本的にボランティア（無償）での活動となります。（保険対応はしています）

※ 各区の支援センターは平日の午後２時～５時を基本の開設時間としていますが、不在にしている場合や、

携帯電話に出られない場合もあります。その場合は、折り返しご連絡させていただきます。

 

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 

大山街道ふるさと館   044(813)4705 

 URL http://furusatokan.web5.jp/ 

趣味の作品展 
日時：6 月 28 日（木）～ 7 月 2 日（月） 

内容：高津区老人クラブ連合会会員による絵画、陶芸、

書道などの作品の展示 

会場：ふるさと館 展示室 

第１回企画展 
日時：7 月 8 日（日）～7 月 29 日（日） 

内容：高津にゆかりのある郷土史研究家の史料の展示  

会場：ふるさと館 展示室 

子ども大山街道探検クラブ会員募集中！ 

※詳しくはお問い合わせください。

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。 
◆よちよちっ子のおはなし会
日時：5/15(火)、6/5(火)  いずれも10:00～

定員：各回25組（先着順）

申込：5/15 の会は 4/3(火)から、6/5 の会は 5/15 から

電話で受付け 

◆ミニ動物園
日時：5/28(月)10:00～ 

定員：親子で 100組（先着順）

申込：4/3から電話で受付け

子ども夢パーク  044(811)2001  URL  http://www.yumepark.net 

おさがりバザール週間 5/16(水)～22(火)
着られなくなった子どもの服や靴を無料でお譲りしています。ご家庭にある春・夏物をお持ちよりください 

野球大会  5/19(土) ６/16(土)  7/21(土)
あすか製薬さんのグラウンドをお借りして草野球。技術や年齢に関係なく誰でも参加できます。 

手持ちの野球道具を持ってきてね。 ※ 9：00 夢パーク集合 

ドリームシンフォニー♪ 6/3(日) 
青空のもと、広場特設ステージで行う野外コンサート。歌ったり踊ったり一緒に参加できます。 

親子でもっとあそぼう会 第 2・第 4 水曜日 10：30～13：00 (5/9・23、6/13・27、7/11) 
乳幼児親子対象、プレーパークで遊びます。申込み不要。汚れてもいい格好で来てね。 
 内容の詳細は、夢パークにお問い合わせください。

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 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 

川崎市青少年地域間交流事業 
 川崎市の代表として楽しい交流を体験してください！ 

市内在住、在学の小学 5 年生～中学 2 年生 

申込みは FAX・ハガキ・E メールで！! 申込みの際は、希望者全員(2 名以内)の氏名(ふりがな)、住所、

電話番号、性別、生年月日、学校名、学年、希望コース(第 2 希望まで)を明記し下記までお送りください。

定員を超えた場合は抽選となります。 公開抽選：6/16(土)15:00 (川崎市生涯学習プラザにて) 

事前説明会：6/30(土)中原市民館 参加者は保護者同伴で出席してください。予備日：7/7(土) 

【あて先】 〒211-0064川崎市中原区今井南町 514-1 川崎市生涯学習財団 サマーキャンプ係 

FAX 044-733-6697  Eメールアドレス summer-camp@kpal.or.jp 

【問合せ】(公財)川崎市生涯学習財団 事業推進室 ℡044-733-5572(月～金) WEB サイトでも紹介しています。 

コース名 日程 募集人数 参加費(円)

和歌山県 小学生 16名 36,000

古座川町・太地町 中学生   8名 49,000

島根県 小学生 14名 54,000

益  田  市 中学生   6名 55,000

岩手県 小学生 16名 35,000

花　巻　市 中学生   8名 45,000

長野県 小学生 30名 16,000

富 士 見 町 中学生 10名 17,000

北海道 小学生 16名 57,000

中 標 津 町 中学生  8名 65,000

7月31日(火)～8月3日(金)

8月3日(金)～ 6日(月)

8月3日(金)～ 6日(月)

8月6日(月)～ 9日(木)

8月8日(水)～11日(土)

かわさき市民アカデミー 地域協働講座 

地震列島に住んでいる私たちの現実を直視し、「もし川崎で大地震があったら」という課題と向き合 

います。今回は、「まちはどうなる？」「私たちはどうする？」がテーマです。 

■日時：6/21(木)～7/19(木) 毎週木曜日 10:00～11:30  全 5 回 ■定員：50 人
■受講料：4,000 円 ■会場：生涯学習プラザほか

震災につよいまちづくり ～川崎で大地震が起きたら その 2 

「学校の応援団」そんなキャッチフレーズで平成 21 年度からスタートした学校支援センター、 

各区役所のこども支援室内に、学校支援センターがあります。 

今、学校では、様々な課題や、体験活動等多様な教育活動に対応してくために、地域人材の力を

必要としています。各区の学校支援センターは、学校を支援してくださるボランティアと学校の橋

渡しをするコーディネーターとしての役割を担っています。 
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知っていますか？ 

学校の応援団！ 

上作延小学校いもほり 

実習での支援 
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          ℡788-1531 

保育ボランティア講座  
子育てを支援するため、学習など

の際に、小さなお子さんを保育する

ボランティアをめざす講座です。 

日時：6/7～7/5 毎週木曜日  

   10：00～12：00 全 5 回 

会場：プラザ橘 1 階  第 1 学習室 

参加費：無料 ※保育なし 

申込み：5/17(木)9：30 から  

電話か来館で 

    先着順に受付け 

 

 

 
 

℡244-3971 Fax244-3885 

入門点字講習会  
～初心者向け点字講習会～ 

基礎的な点字を習得し、障害者の
方々への理解を深めていただく講
習会です。 

日時:6/5(火 )～7/3(火 )毎週火曜日

10:00～12:00   全 5 回 

対象:川崎市在住、在勤、在学の方 

費用:1,780 円(点字器、テキスト代) 

定員:20 人(応募者多数の場合は抽選) 

応募方法:往復はがきに住所・氏名(ふ 

りがな)・電話番号・「入門点字講習 

会希望」と記入。または、直接来所、 

℡、Fax でも可。5/25 必着! 
 

℡733-3333 

親子音楽鑑賞会 

石田泰尚 ヴァイオリンコンサート
日時：7/28(土)13:30～(予定) 

   開場は 30 分前 

定員：250 人 

料金：1人 400 円(5 歳以上) 

受付開始：7/2(月)8:30 より 

         ℡ 888-3131 

ビッグバンドコンサート 
5/12(土)18:30～(18：00 開場) 

初夏のひと時、ラテンジャズの音
楽を楽しんでみませんか？ 

定員：200 人 

前売券 2,000 円、当日券 2,500 円 

マジックショー5/26(土)12:00～ 
 不思議な世界へようこそ！ 無料 

フリーマーケット 
6/3(日)10:00～15:00 

屋内開催のため雨でも安心♪ 

出店者募集中! 5/10(木)申込締切  

 

2012       ℡435-7000 

インターナショナル 
フェスティバル inカワサキ 

7/1(日)10:00～16:30 

世界をまるごと体験･体感できる

貴重な１日!! 世界の料理・物産、

外国人アーティストとのふれあい、

交流ステージ。 全館で開催!! 

             
パソコン講座  ℡ 548-4121  

 ～春季受講者募集中～ 
講座名：中高年齢者パソコン、初心
者パソコン、ホームページ、スマ
ートフォン、エクセル、ワード、
パワーポイント 

日時：月曜日～土曜日  

（夜間講座あり） 

場所： 川崎市産業振興会館 

受講料：10,000 円／5,000 円 ／ 

3,000 円(税・テキスト代込) 

※詳細はチラシまたは電話で！ 

 

℡733-9675 Fax733-9676 

手話入門講習会 
初めて手話に触れる方を対象に、

手話を基礎から学ぶ講習会です。 

日時：5/14(月)～6/11(月)毎週月曜日 

   10:00～11:30 全 5 回 

費用：無料 (テキスト代 300 円) 

定員：40 人 

会場：中部身体障害者福祉会館 2F 会議室 

申込み：往復はがきまたは FAX 

 住所・氏名(ふりがな)・年齢・電

話番号・FAX 番号・「手話入門講

習会受講希望」と記入 5/10 必着 

 
 

 

℡ 946-6030 
“自分の身体の現状を知って、
無駄なく効果的に理想の身体を

つくりませんか？” 
 
 トレーニング室では、身体の現状
を知るために、専用測定器を使った
「インボディ」、理論的に無駄なく
効果的に身体を変える「パーソナ
ル・プログラム」を提供しています。 
インボディー     … 1,000 円 
パーソナル・プログラム  … 2,000 円 

 
※事前予約が必要です。 
※トレーニング室をご利用の際は、
別途通常利用料が必要となります。 
 

 

第 15期          ℡200-2387

地域環境リーダー育成講座 
受講生大募集!! 

環境問題や地域活動に関心のある

方、楽しみながら「学んで」「体験し
て」仲間づくりをしませんか？ 
この講座では地域や職場で環境学
習活動や環境保全活動を率先して
行うための知識や手法を学びます。 
講座日程：6/2～11/10 全 10 回 

  ＊すべて土曜日 10:00～16:30 

募集人員：30 人(定員超え抽選) 
受 講 料：無料 
募集期間：5 月 18 日(金)まで必着 
応募資格： ⑴環境問題に関心があ
り、地域や職場で環境学習や環境
保全活動をしてみたい人  
⑵川崎市在住又は在勤。18歳以上  
⑶原則毎回参加できる人 

 
ぴょんぴょん  ℡813-6531

親子体操教室 
 トランポリン・ 

ボール・リングな 

どの遊具や身近な 

ものを使って、親 

子で色々な遊びを楽しみましょう。 

日時：6/19～10/2 毎週火曜日 

   全 12 回 (8 月はお休み) 

A 班 10:35～11:35、B 班 11:45～12:45 

対象：2・3 歳児とその保護者 

定員：各 50 組 受講料：7,500 円 

申込み：往復はがきに保護者・お子 

様氏名(ふりがな)、年齢、生年月 

日、性別、住所、電話番号、教室 

名(A または B 班 両方申込み不 

可)を明記のうえ高津スポーツセ

ンターまで。6/1(金)必着 抽選 

 

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

 

川崎市内の活動・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等のお知らせを募集･掲載しています。情報をお寄せください。 ☎ 044-733-5560 (公財)川崎市生涯学習財団 

【高津スポーツセンター】 

【南部身体障害者福祉会館】 

【中部身体障害者福祉会館】 

                ℡744-3261 

運動のボランティア・食のボランティア募集！ 
～運動普及推進員・食生活改善推進員養成教室～ 

食事や運動など健康づくりの学習を深め、地域ボランティア活動の楽し
さや健康効果を体験し、受講後ボランティアとして活躍していただく方の
ために教室を開催いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時間：13:30～16:00  場所：中原区役所 5階会議室  

費用：調理実習のみ自己負担あり  ※印  6/22(金)は 9:30～12:30 中原市民館 

申込み：5/15(火)8:30 から電話などにて受付(先着順) 

【中原区保健福祉センター】 

6/8(金)

6/18(月)

7/6(金)
講義「健康づくりと運動など」

運動体験
6/22(金)

※

講義「健康と栄養・食生活」
調理実習

7/13(金)
講義とグループワーク
「運動普及推進員の活動

と役割について」

7/2(月)
講義とグループワーク
「食生活改善推進員の活動

と役割について」

運動普及推進員養成教室　(15人)
※70歳未満の、医師より運動制限のない方

食生活改善推進員養成教室　(20人)

講義「健康づくり総論」

講義「健康づくりと運動」、運動体験

【会館とどろき】 

 

【川崎市多摩スポーツセンター】 

 

 

【高津市民館橘分館】 

【川崎市民プラザ】 

《サークル祭り》 
市民館を拠点に活動をしている

サークルの方々が日頃の学習成果
を発表します。 

中原市民館 5/18(金)～20(日) 

(5/18(金)は午後展示のみ) 

高津市民館 5/26(土)～27(日) 

麻生市民館 6/2(土)～3(日) 

(6/1(金)～6/6(水)美術展開催） 

 

【国際交流センター】 

 

 

℡ 922-2181 

体験講座 わら細工「ぞうり」 
日時：5/20(日) 10:00～15:00 

対象：小学 4 年生以上 

定員：20 人 

料金：1,000 円 

申込み：往復はがきで 

5/7(月)締切 

体験講座 「さき織り」 
日時：6/10・17・24 (日)10:00～15:00 

対象：中学生以上 

定員：20 人 

料金：2,350 円 

申込み：往復はがきで 

5/28(月)締切 

          ℡ 988-0004 

第 35回カルチャーセミナー 

中世の柿生・岡上 
～南北朝・室町時代～ 

 南北朝・室町時代の柿生・岡上の姿
を古文書や考古資料から探ります。 

日時：5/27(日) 13:30 より 

講師：中西望介 氏 

(戦国史研究会員、元川崎市文化財調査員) 

会場：柿生郷土史料館 

℡ 955-0107 

〈アルテリオ小劇場〉 

劇団うりんこ「ねむるまち」 
 児童劇先進国スウェーデンの演
出家を招き、「元気に 
楽しく！」という児童 
劇のイメージを一転。 
やさしく語りかけるこ 
とから始め、物語の世 
界へ引き込みます。 
脚本･演出： 
バートン・フーグルンド 

出演：西村栄儀、ごとうゆうこ ほか 
日時：5/5(土)14:00～(開場 13:30) 

チケット(全席自由)：大人 2,000 円 

子ども 1,000 円(4 歳～中学生) 
※(原則)4 歳未満のお子様はご遠慮を！ 
チケット問合せ：℡044-952-5150 
川崎・しんゆり芸術祭 2012 チケットセンター  

〈アルテリオ映像館〉 

だんらんにっぽん 
愛知･南医療生協の奇跡 

5/12(土)～18(金)10:00～※14(月)休映 

9:30 より受付にてチケット販売  
一般 1,500 円大学･専門学校生 1,200 円シニ
ア･障がい者･会員 1,000 円高校生以下 800 円 

【日本民家園】 

【柿生郷土史料館】 

 

【アートセンター】 

© ねむるまち 

 

℡ 754-4500 
5/28 まで空調改修工事のため休館です 

《企画展》 
「林忠彦賞 20回記念写真展」 

6/2(土)～6/24(日) 無料 
「郷土･川崎を掘る」 

6/30(土)～8/26(日) 

  一般 500 円、 

学生・65 歳以上 300 円、 

中学生以下無料 

《アートギャラリー》（常設展） 

「19 世紀末～20 世紀前半アメリカ

漫画資料展」「ブラウン管時代のビ

デオアート～ネット時代のビデオ」

「田中岑(たかし) 91層の色彩」 

5/29(火)～7/29(日) 無料 

《博物館展示室》 
マンスリー展示 

「汽笛一声！鉄道開通 140年」 

5/29(火)～6/29(金) 無料 

 

℡ 798-8800  Fax 798-8803 
第 5 回川崎市聴覚障害者 

情報文化センターまつり＆作品展
5/27(日)10:00～15:00 

特別講演：小海秀純氏(ろう者) 

「東北での心のケアから見えてき

た東日本大震災・被災地―聴覚障害

者の現状」 

手話通訳・要約筆記あり。 

内容：事業紹介、 

補聴器相談、 

ろうの弁護士 

相談･お薬相談、 

バザー 他 

センター利用者が制作した絵画、 

手芸品などを飾った作品展は、

5/22(火)から開催しています。 

 

℡＆Fax 922-1025 
かわさき多摩川博 2012 
「河口干潟観察会」 

場所：川崎区殿町河口干潟 

日時：5/20(日) 9:30 京急小島新田駅集合 

 徒歩にて公園へ。10:00 開会式～

(干潟の生き物観察) 13:00 解散 

参加費：200 円(保険他) 

持ち物：着替え、長靴、タオル、 

ビニール袋、お弁当など 

小雨決行！申し込み不要！ 

 

【市民ミュージアム】 

梶ヶ谷神明社上遺跡 
大形長頸壺 

【川崎市聴覚障害者情報文化センター】 

【多摩川エコミュージアム】 

【(公財)川崎市産業振興財団】 

16 ミリ映写機 
操作技術講習会 

対象:15歳以上の方 
定員：各 35 人(先着順) 
費用：無料 

(ただしテキスト代 500 円) 
日時：9:00～16:30 

 
 
 
 
 
申込：参加希望館へ電話・Fax・来

館でお申し込みください。 
※講習内容は各館同じです。 
※修了者には認定証が交付されます。 

開催館 日 問合せ

中原市民館 6/3 ℡433-7773

麻生市民館 6/10 ℡951-1300

教育文化会館 6/24 ℡233-6361

【川崎市環境局環境調整課】 


