
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊勢原の古道から望む大山 

川崎市教育委員会と大学との連携 
～９月開催事業から～ 

 

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/ 

第 1 回文化講演会「大山街道の歴史散歩」 

～渡邊崋山の「游相日記」から～ 
 金子勤氏の著書をもとに、東海 
道の脇往還として庶民の生活を支 
え、文化発祥の源ともなった大山 
街道にまつわる風物や人物につい 
て語っていただきます。 
日時：9/15(土)10:00～12:00 

講師：金子 勤氏(郷土史･民俗学研究家) 

会場：ふるさと館イベントホール 申込み受付中 参加費無料 

子ども夢パーク            044(811)2001  

URL  http://www.yumepark.net 
楽しい催(もよお)しものが、次々と！ 

◆野外上映会：映画の上映やきもだめしをします。 
 ※夜遅いので、小学生の人はお迎えに来てください。 

   9 月 15 日(土)18:00～20:00  雨天決行 
◆野球大会：チームに入っていなくても、技術や年 

齢に関係なくだれでも参加できます。雨天中止 
  ９月１５日(土)、１０月２０日(土) ９：００ 夢パーク集合 
◆こどもゆめ横丁：本番は 11 月 4 日(日)10:30～ 
 ※出店説明会：9/29 土  (おとな)10:00 (こども)14:00 

9/30 日  (こども)10:00 (おとな)14:00 
 
    
  
 
 

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・保育園に行くまでのお子さん。あるいは幼稚園・保育園等へ行っていないお子さん。 

◆よちよちっ子のおはなし会 

日時：9/18(火)、10/2(火)いずれも 10:00～  定員：各回 25 組（先着順） 
申込：9/18 の会は受付中、10/2 の会は 9/18 から電話で受け付け。 
◆パネルシアター 

2人組「ハッピーメロディー」による楽しいパネルシアターです。 
日時：10/11(木)10:00～  定員：150 名（先着順） 
申込：9/3(月)から電話で受け付け。 

 

2012 年度 川崎市生涯学習プラザ 秋の☆キラリ文化教室 参加者募集 
                     

ゆったり楽しく自分磨 

きしませんか？  

今回は、保育付 

の講座もあります。 
 

《申込方法》 

   対象：15歳以上の方 

   申込み：ハガキ、来館、ファックスの 

いずれかで申し込みください。 

・応募者多数の場合は抽選になります。 

   応募者が少ない場合は中止になること 

があります。 

  ※保育希望の方 1～3 歳のお子さん

を預かります。先着５人 

保育料：5回分 2,500円 

(カラーメイクセンスアップ教室のみ) 

 【宛先】 

  〒211-0064川崎市中原区今井南町 514-1 

   川崎市生涯学習財団 文化教室宛 

    ℡ 733-6626 Fax 733-6697 

  締切：9/12(水) 必着 

《会場》生涯学習プラザ会議室、実習室 

 

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 

第３３号 

 2012（平成 24）年９月１日  ＫＳＪ 

※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。 

 

 2012年 9月～2013年 3月開講する後期講座の追加募集を行います。下記以外に約 30講座追加募集中です。

詳細はアカデミーのホームページ、または電話でお問い合わせください。 

《地域協働講座》  学ぶ楽しさ、つながる楽しさを実感しましょう!! 

                                 対象：年齢 18 歳以上 

                                 会場：生涯学習プラザ・現地など 

                                 問合せ・申込み： 

                                  NPO法人かわさき市民アカデミー 

                                       ☎ 044-733-5590 

                                   URL http://npoacademy.jp/ 

                                  ※印の講座は当日受講が可能で

す 。(当日受講券 1,500 円。

事前申込み不要。ただしプラ

ザ座学のみ) 先着順 

                                 

                 

         

無料 

講座名 曜日 開講日・時間 受講料 定員

対話力アップ講座 水
10/24　13:00～

全10回
8,000円 45人

※ 地域社会に貢献している
   川崎の会社と人々　その５

木
10/11　13:30～

全10回
8,000円 100人

震災につよいまちづくり
―川崎で大地震が起きたら　その３

水
10/24　13:30～

全5回
4,000円 70人

発達障害への理解を深める 金
10/5　10:00～

全5回
4,000円 40人

※ 医療最前線の現場から 　その2 水
11/28　13:30～

全5回
4,000円 70人

最先端技術「光触媒」が未来を作る 土
10/6　10:00～

全5回
4,000円 50人

受講料
教材費

4,500円

1,000円

4,500円

なし

4,000円

500円

4,500円

3～4,000円

8,000円

実費

4,000円

2,500円

4,000円

2,800円

4,000円

6,000円

心を癒す俳画

講座・教室名 日程 時間

カラーメイク
センスアップ教室

(保育あり※）

はじめて
英字新聞を読む

ハワイアンキルト
(初級)

パステル画

テーブルで楽し
む秋の茶道教室

暮らしを彩る
フラワー

アレンジメント

生活を
ワンランクアップ
アロマテラピー

10/11～11/8
毎週木曜日

全5回

10/19～12/14
隔週金曜日

全5回

10/12～11/30
(10/26,11/9を除く)

毎回金曜日
全5回

講師名

カラー＆イメージ
コンサルタント
山下　メグミ

英語教師
岡本　和子

積穂俳画教会
講師

上田　満穂

オルオル
サークル主宰

平　弘恵

イラストレーター
北村　清士

茶道裏千家正教授

長谷川　宗江

11/19～12/17
毎週月曜日

全5回

10/16～11/13
毎週火曜日

全5回

10/16～12/11
隔週火曜日

全5回

10/16～12/11
隔週火曜日

全5回

10/10～12/12
毎週水曜日

全10回

ヨーロピアンフラワー
デザイン連盟 認定講師

鈴木千帆

アロマセラピスト
深尾　仁美

10：00～
12：00

10：00～
12：00

10：00～
12：00

14：00～
16：00

10：00～
12：00

14：00～
16：00

10：00～
12：00

14：00～
16：00

20人

1２人

20人

20人

定員

20人

20人

20人

10人

 

   ～楽しく健康を学ぼう！！～ 
 

◆9 月 29 日(土) 13:00～15:00 

  音楽演奏 
脳卒中･心臓病･消化器病･女性検診についての講演  

◆9 月 29 日(土) 10:30～16:00(除 12:00～13:00) 
  リハビリ体操・フットケア 
  血管年齢測定・骨密度測定 
  お薬相談 その他 
会場：いずれも中原市民館 
費用：無料 
申込み：当日の先着順 300 名まで 
問合せ：聖マリアンナ医科大学東横病院 044-722-2121 

聖マリアンナ医科大学東横病院 
東横健康増進フォーラム 2012   

～「四つのエコロジー」について～ 
①「ハサミとエンピツと紙で学ぶ、自由貿易の健全性と危うさ」  
  10 月 12 日(金)15:00～17:00  講師：加藤 巌 
②「『原発』って、詩の題材になるの？」 

10 月 19 日(金)15:00～17:00  講師：遠藤朋之 
③「バイオリージョン(生態地域)から考えよう」 

10 月 27 日(土)10:00～13:00 [フィールドワーク実施] 講師：堂前雅史 
④「エコロジー最終章：エコロジーのサクセション： 
  梅棹忠夫～忌野清志郎～吉本隆明」 

11 月 2 日(金)15:00～17:00  講師：上野俊哉 
会場：和光大学 J401 教室(④は E101 教室) 受講料：1 回 500 円(学生無料) 
募集：各回 100 名 申込み：ハガキ・FAX・MAIL 先着順 
問合せ：学長事務部企画室企画広報係 044-988-1433 
 

和 光 大 学 
2012 年度 連続市民講座 

 

 
 
 
 
◇会場：専修大学生田校舎 
    10 号館 3 階 10301 教室 
◇受講料：無料 
◇申込み：9 月 14 日(金)必着 
◇申込方法：往復はがきで 
◇問合せ：044-911-1268  ◇申込先：〒214-8580  川崎市多摩区東三田 2-1-1 専修大学エクステンションセンター 

事務課「歴史を紐とく」係  
 

専修大学エクステンションセンター公開講座  歴史を紐とく「東北の歴史と文化－再考」 

月・日・時間 学習テーマ・内容 講師

1 9/29土 10:30～12:00 石城国・石背国の分国～古代の福島を考える～ 荒木敏夫(文学部教授)

2 9/29土 13:00～14:30 東北の古墳～置賜盆地を中心にして～ 土生田純之(文学部教授)

3 10/6土 10:30～12:00 「奥の細道」を支えた出羽文人の風景 小山俊彦(文学部教授)

4 10/6土 １３:０0～1４:３0 まつろわぬ民の系譜 川上隆志(文学部教授)

5 10/20土 10:30～12:00 軍都仙台と人々の暮らし 大谷　正(文学部教授)

6 10/20土 13:00～14:30 陸奥国産金と大仏開眼会 矢野建一(文学部教授)  

 

 

 

上：おはなし会 
左：パネルシアター 

http://furusatokan.web5.jp/
http://www.yumepark.net/
http://www.kpal.or.jp/
http://npoacademy.jp/


 

 

 

 

 

          ℡733-6626 

気軽に音楽を楽しめる、お昼のひととき 

第 3 回 ランチタイム 
ロビーコンサート 

日時：9/20(木) 12:10～12:40 

会場：1 階ロビー 

出演：音楽と朗読の会「和･輪・わっ!」 

 オリジナル和洋楽器演奏や、心

がほっこりする詩の朗読(ピアノ

の調べにのせて)、また皆さんとご

一緒に歌う曲など、音楽中心で楽

しいひと時をお届けします。 

℡ 922-2181 

防災設備工事のため園路の一部

通行止め・部分閉園があります。 

夜の民家園 10/13(土)･14(日) 

18:00～20:00 小雨決行荒天中止 

○宿場～信越の村夜間公開 

○夜なべ仕事実演(わら細工、竹細工、糸つむぎ) 

○「万華鏡のむかしばなし」 

13 日(土)18:15～18:45 先着 60 人 

 参加費 300 円 中学生以下無料 

秋のお茶会 (小雨決行荒天中止) 

10/21,11/4,11/11(日) 10:30～ 

和菓子つき 一服 300 円(入園料別) 

体験講座 対象：小学 4 年生以上 

『わらじ』10/21(日)10:00～15:00 

料金：1,000 円 申込締切：10/9(火) 

『手つき六つ目かご』10/28(日) 

 10:00～15:00 料金：1,250 円 

 申込締切 10/15(月) 

℡541-3915 

大人のためのおはなし会 
(ストーリーテリング) 

日時：9/27(木) 10:30～12:00 

会場：幸市民館音楽室 

対象：大人 

エプロンおばさんの絵本の時間 
毎月第 1･3 火曜日 11:00～11:30 

(休館日･学校等長期休業日は休み) 

会場：幸図書館絵本コーナー 

対象：乳幼児～ 

おはなしの時間 
毎月第 2･4 水曜日 14:30～15:00 

(休館日･学校等長期休業日･他の行

事が重なる日は休み) 

会場：幸図書館絵本コーナー 

対象：乳幼児～ 

 

 

℡ 988-0004 
第 37 回カルチャーセミナー 

「64 年前の航空写真がとらえた
歴史の足跡」 

最先端技術が解析する郷土の遺跡と自然 

日時：9/30(日) 13:30～ 

会場：柿生郷土史料館(柿生中学校内) 

講師：朝倉一貴 氏 

（国学院大学大学院博士課程） 

第 6 回特別企画展 

「柿生・岡上の百年の歩みⅡ」 
昭和 20 年代よ 

り現代まで 

※明治 13 年撮影 

の故郷の姿も展示 

11/25(日)まで開催しています！ 

 

℡ 946-6030 
「体育の日」記念イベント 

10/8(月･祝) 9:00～21:00 
温水プール  

・無料開放   

9：00～12：30、15：30～21：00 

・シュノーケリング無料体験教室 

10：00～11：30  

先着 20 名 要事前申込み 

・アクアゲーム (泳げない子も楽し

める水球のようなプールゲーム) 

13：00～15：00 先着 30 人 

対象：小学 3 年～6 年  

事前申込み・空きがあれば当日参加 

テニスコート 

・無料レッスン 要事前申込み 

10：00～11：30 ジュニア(小学生) 

12：30～14：00 一般(中学生以上) 

各回先着 50 人、ジュニアラケット無料貸出あり 

大体育室 12:30～16:30 

・マスターズハンドボール 

 ハンドボールの講習会とゲームを楽しむ 

 対象：中学生以上 一般 

 要事前申込み、当日も可 

研修室 

・ちょきん(貯筋)運動 無料体験 
 (高齢者や体力に自信が無い方向けの体操) 

 9：30～10：45 当日直接来館 

 運動ができる服装 

野球場 

・多摩区中学校野球部交流会 

観覧可。その他の種目も多種あり！ 

 

℡ 813-0808 Fax 813-0864 
女性起業家ビギナーズサロン 

『資格や特技を活かして仕事をするには？ 
～先輩起業家の体験談も聞けます～』 

講師：大江 栄氏(武蔵小山創業支援 

センター長／中小企業診断士) 

日時：9/15(土) 13:30~15:30 

再就職ビギナーズセミナーvol.3 

「好感度アップの！面接マナー･メイク術」 
講師：香瑠(かおる)氏 

(トータルビューティーカウンセラー) 

日時：9/24(月) 10:00～12:00 

【上記 2 講座共通】 

会場：2 階 第 1･2 研修室 

対象：川崎市在住･在勤･在学の女性 

定員：30 人 先着(保育有 10 人 

1 歳~就学前、要予約 300 円/1 人) 

申込：電話、Fax、メールで受付 

 

公開教養講座     ℡844-3600 

「スポーツに学ぶ素敵な
言葉かけ ペップトーク」 
日時：11/3(土)14：00～16：00 

会場：川崎市総合教育センター 

 第 1 研修室 

講師：岩崎由純 氏 

(アスレチックトレーナー) 

参加費：無料 

定員：250 人(抽選) 

申込方法：往復はがきで 

〒213-0001川崎市高津区溝口 6-9-3 

川崎市総合教育センター 公開教養講座係 
締切：9/21(金) ※当日消印有効 
問合せ：℡844-3737 
 

 
 
 
                                                                                                                                                                                       

かわさき体操のつどい 2012 
川崎市民の歌「好きですかわさ

き愛の街♪」に振りのついた“か

わさき体操”と“新メニュー”に

挑戦してみませんか？ 

日時：10/6(土)13：30～16：00 

   (13：00～受付) 

会場：とどろきアリーナ体育室Ⅰ･Ⅱ 

参加費：500 円 

※動きやすい服装と上履きで 

   ご参加ください。 

問合せ：川崎市体力づくり体操連盟 

355-0144 二野宮 

多摩区健康フェスタ 
～みんなそろって心も体もすこやかに～ 

健康について楽しく考える体験

型イベントです。 

日時：9/22(土･祝) 

10：00～15：00 

会場：多摩区役所 1 階 

アトリウム、保健福祉センター 

問合せ：多摩区役所地域保健福祉課 

℡ 935-3294、Fax 935-3276 

 

 

 
℡ 430-5566 Fax430-5577 
災害ボランティア養成講座 

いざ！の時のために 
日時：10/6、20、11/3、17、12/8 

土曜日 5 回コース 

会場：多摩区総合庁舎 6 階、多摩 

防災センター、多摩消防署 

対象：市内在住･在勤･在学で、災

害ボランティアに興味があり 5

回受講できる方 

定員：30 人(多数の場合は抽選) 

参加費：2,000 円(資料代等) 

申込み：電話、FAX、メールで 

締切：9/20(木)17:00 まで 

パワ↗アップセミナー 

A子さんのドタバタ会計ストーリー② 
～これで安心!！決算書への実務･応用編～ 

日時：10/13(土)13：30～16：30 

会場：エポック中原(川崎市総合福祉センター) 

6 階研修室 

対象：川崎市内のボランティア・

市民活動団体。関心のある方。 

定員：30 人(申込み先着順) 

参加費：500 円 

申込み：電話・FAX・メールで！ 
suisin@kawasaki-shiminkatudo.or.jp 

 

        ℡ 733-3333 
親子体操教室･親子体操教室 PM 
日時：10 月～H25 年 3 月 金曜日 月 3 回 

10:30～11:30、13:00～14:00 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：9/14 (金) 8 時半から 先着順 

         ℡587-1491 

生涯学習体験教室 参加者募集 

『異文化交流を始めよう』 
～世界共通補助語･エスペラントを使って～ 

日時：10/20(土)10：00～12：00 

定員：20 人 参加費：無料 

『おと絵がたり』 
～きいて、みて、つくってたのしむおはなし会～ 

日時：11/25(日)13：30～15：00 

定員：40 組の親子 参加費：無料 

【上記 2 教室共通】 

申込み方法：電話または来館で。 

10/2(火)10:00～受付開始 先着順 

2012 オータムジャズナイト 
日時：10/19(金) 18：30～(開場 18:00) 

定員：120 人 先着順 

10/2(火)10:00から日吉分館で整理券配布 

 

 

体操フェスティバルかわさき 2012 
～参加団体募集中!!～ 

世代を超えた老若男女の素敵な 
演技で、日本に元気を!! 観覧無料 

日時：11/10(土)9:20～16:30 

会場：川崎市とどろきアリーナ 

対象：健康や楽しみを求めて、体操

などの活動をしている団体 

申込締切：9/15(土) 

※下記に問合せの上、申込用紙を提出 

問合せ： ℡ 090-1468-6037 

(実行委員会事務局 伊東まで) 

 
くらしのセミナー℡200-3864 
(出前講座)のご案内 
身近なくらしの問題を 

楽しく学んでいただくため 

に、講師を無料で派遣しています。 

 市内在住、在勤、在学の 15 人以

上のグループが対象です。悪質商

法、金銭教育、食生活、衣･住生活、

薬の話、環境問題、明るい老後設計、

くらしのマナーなど、参加される方

の年齢やご希望に応じます。詳細

は、お電話でご相談いただくか、HP 

をご覧ください。 

 

 

 

 

 

親子体操教室  ℡813-6531 
マット、跳び 

箱、平均台、ト 
ランポリンを使 
って楽しく親子 
で運動をします。 
 
日時：10/10～12/12 毎週水曜日 

Ａ班 9:30～10:30  

Ｂ班 10:40～11;40  全 10 回 

対象：2・3 歳児とその保護者 

定員：各 50 組 受講料：6,500 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。9/20 必着 抽選 

 

℡733-9675 Fax733-9676 

手話入門講習会(夜間) 
日時：10/9(火)～11/13(火)毎週火曜日 

   18:30～20:00 全 6 回 

費用：無料 (テキスト代 300 円) 

定員：40 人 申込締切：10/1 必着 

拡大写本入門講習会 
日時：10/4(木)～11/1(木)毎週木曜日 

   10:00～12:00 全 5 回 

費用:無料(テキスト代 500円) 

定員：20 人 申込締切：9/28 必着 

上記 2 講習会の申込み 

往復はがきまたは FAX で。 

 住所・氏名(ふりがな)・年齢・電

話番号・FAX 番号・「手話」ま

たは「拡大写本」入門講習会受

講希望と記入 
 

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 (公財)川崎市生涯学習財団 

 

 

【高津スポーツセンター】 

【柿生郷土史料館】 

写真でたどる 

 ℡ 544-0493   
◆24 年度後期武道教室 受講者募集中！ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
休館日：第 4月曜日(点検日)、年末年始 
※詳細はホームページをご覧ください。 
URL http://www.ishikawa-budokan.jp/ 

教室名 日程 時間 対象・定員 受講料
9/8～11/10 小学生以上

土曜日(全８回) 30人
9/11～10/4 小学生以上

火･木曜日(全8回) 30人
9/13～11/1 小学生以上

木曜日(全８回) 30人
9/8～11/10 小学生以上

土曜日(全８回) 20人
9/15～11/17 小学生以上

土曜日(全８回) 30人
9/8～9/27 小学生以上

火･木･土曜日(全８回) 20人

3,500円

3,500円

3,500円

3,500円

空手道

剣　道

少林寺拳法

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

合気道

柔　道

16:40～17:50

18:00～19:15

【石川記念武道館】 初めての方でも安心して
ご参加いただけます！ 

 

【生涯学習プラザ】 

【川崎市総合教育センター】 

【(公財)かわさき市民活動センター】 

岩崎由純氏 

【川崎市多摩スポーツセンター】 

【男女共同参画センター すくらむ 21】 

【日本民家園】 

【幸図書館】 

【中部身体障害者福祉会館】 

 

【川崎市消費者行政センター】 

川崎市消費者行政センター 

【幸市民館日吉分館】 

【会館とどろき】 

 

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

