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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：各教室 20人(応募者多数の場合は抽選) 

会場：生田中学校特別創作活動センター(旧青少年創作センター) 

申込方法：往復はがき(往信面の裏面)に①教室名  ②参加希望者名(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。 

※ 返信用はがきの表面に、返信先の郵便番号、住所、参加希望者の名前を書いてください。 

※ 兄弟姉妹で同じ教室をご希望の場合は、1 枚のはがきでお申込みいただけます(抽選結果は同じになり

ます)。希望教室が異なる場合はそれぞれにお願いいたします。 

※ 両方の教室に申し込むことができますが、その場合は 1教室につき 1枚のはがきでお願いいたします。 

宛先：〒211-0064川崎市中原区今井南町 514-1  

(公財)川崎市生涯学習財団 冬の子ども創作教室係 

問合せ：川崎市生涯学習財団 冬の子ども創作教室係 733-6626  

 

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３４号 
2012（平成 24）年 

１０月１日 秋号  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。 

 
かわさき市民アカデミー フェスタ’12 

 

毎年恒例となっている「かわさき市民アカデミー フェスタ」では、各講座・ワークショップの受講生の

みなさんが、日ごろの学習成果を紹介し、地域のみなさんと一緒に盛り上げます。ぜひ、ご家族・お友達と

ご一緒にお越しください。 

◇今年のテーマ◇ 地域と共にきらめくフェスタ’12 
■日 時：2012年 11月 17日(土) 12:00～16:00、18日(日) 10:00～16:00 

■内 容：基調講演「中国と日中関係 ― 歴史と現実、そして今後の可能性」 

講師 東京大学准教授 川島 真 氏 

井上ひさし作「水の手紙」の群読、シネマカフェ＆トーク「宮城から 

の報告」、こども理科教室、アートジュエリーづくり、油絵･切り絵作 

品の展示、中原区文化協会のブース、フリーマーケットなど。 

■会 場：川崎市生涯学習プラザ  川崎市中原区今井南町 514－1 

■問合せ：NPO法人かわさき市民アカデミー  ☎ 733－5590 
 
※ 東日本震災復興支援グッズ「瓦 Re:KEYHOLDER(がれキーホルダー)」(陸前高田のがれきから 

作られたキーホルダー)なども販売します。 
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外国人市民への情報伝達のあり方 ～「やさしい日本語」をどう生かすか～ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆日 時：１０月２７日（土）１３：００～１６：００ 

◆場 所：高津市民館 大会議室 

                ◆対 象：日本語学習支援活動などに関心のある方 ７０名 

                ◆費 用：無料 

                ◆講 師：地域国際化推進アドバイザー 土 井 佳 彦 氏 
                                          (NPO法人多文化共生リソースセンター東海 代表理事) 

                ◆申込み・問合せ先：１０月１９日（金）までに、お電話で！ 

                  （教育委員会生涯学習推進課）０４４－２００－３３０４へ！ 

                ◆主 催：川崎市地域日本語連絡会、川崎市教育委員会 

 「やさしい日本語」という言葉を聞いたことがありますか？外国の方にも読んでいただきたい資料など

に、よくルビふりがされていますが、実は、日本語そのものが難しい場合や曖昧（あいまい）な場合、読

むことができても意味が通じません。 

「地域日本語ネットワークのつどい」は、日本語学習の支援などにかかわるボラ 

ンティアや関係者や関心のある方が集まって学習や交流をする会で、年に１回開催 

しています。昨年のネットワークのつどいでは、特に災害時の「地震」「避難所」 

「給水」「炊き出し」などの言葉を、どう伝えればよいか考え、「やさしい日本語」 

とは何かを学びました。 

「やさしい日本語」を使うことで、外国人だけではなく、子どもやすべての市民 

にとって分かりやすい情報を伝達することができます。今年は、災害時、緊急時を 

問わず、日常の生活の中で「やさしい日本語」をどういかしていくかを考えます。 

 
 
 

 

「コミュニティ」「スポーツ」「文化芸術」の活動の中で、家庭・地域・学校等が連携して地域の 

教育力を高めていくためにできることを、ワークショップや教育論議を通じて考えます。  
◇日 時：１１月１０日（土）13:15～16:30（12:45開場） 

◇場 所：教育文化会館 大会議室 

 ◇対 象：神奈川県内に在住、在学、在勤の関心のある方  

◇定 員：３００名  ◇費 用：無料 

 ◇申込み：10/26（金）までに電話または FAX で  申込書は 人づくりコラボ 2012 

神奈川県教育委員会総務課企画調整グループ            

       〒231-8509 横浜市中区日本大通 33  ℡ 045-210-8030  Fax 045-210-8920 

 ◇主 催：かながわ人づくり推進ネットワーク、神奈川県教育委員会   

◇共 催：川崎市教育委員会 
 

かながわ 人づくりコラボ ２０１２ 
広げよう！豊かなつながり～地域での様々な活動を通した人づくり～ 

 

 

日時：2013年 1月 5(土)･6(日)･ 

13(日)･20(日) 

9:30～11:30 

教材費：2,000円 (保険料込み) 

陶芸教室 
 

 

日時：2013年１月 12(土)・ 

13(日)・14(月･祝) 

13:30～15:30 

教材費：3,000円 (保険料込み) 

油絵教室 

申込締切 
11/19(月)消印有効 

冬の子ども創作教室 受講生募集 

ようこそ！       〈第４回〉10/20(土) 12:10～12:40 

ランチタイムコンサートへ！ 出演：サックス・アンサンブル フェリアス 
第 5回は 11月 5日(月)12:10～ 
出演：フルートカルテット 

会  場 
生涯学習プラザ 
入場無料 

 

http://www.kpal.or.jp/


 

 

 

 

 

 

 

℡ 953-4936 
「正義の“かたち”」展 開催中 

開館日：金･土･日曜日と祝日 

時間：11:00～17:00  

入館料：一般 500 円、学生 

４00 円、小･中学生 200 円 

開催期間：11/30(金)まで 

川崎市麻生区細山 7－2－8 

℡ 733-1232 

防災講演会「突然の災害に備える!!」 
日時：11/12(月)14:00～15:30 

会場：川崎市総合自治会館 

定員：200 人 先着順 

参加費：無料 

内容：防災をテーマにした講演会 

のほか、東日本大震災の写真･ 

住宅用火災報知器･災害対策用 

品の展示、起震車体験など 

 

℡811-6631 Fax811-6517 

北身館フェスティバル 
11/10(土)10:30～14:30 

会場：北部身体障害者福祉会館 

★ボランティアサークルの紹介とミニ体験 

 手話･点字･拡大写本･囲碁･朗読･ 

点字ラリー 

★作品展示 
 生花･俳句･書道･川柳･書･絵画 

★コンサート 
 まるい輪の会･洗足学園･グルー

プよつば･わーくす高津･作業室

あゆみ 

その他、バザー、模擬店など。 

 

プラザ大師まつり ℡ 266-3550 

11/17(土)、18(日) 

 今年もプラザ 

大師まつりを開 

催いたします！ 

サークル舞台 

発表会(18 日午前)、手づくり体験

広場(17 日)、おはなし会(17 日午

後)、作品展示、体験学習、コンサ

ート(18 日午後 要整理券)、古本

市など盛りだくさん。 

※詳しくはチラシ･ホームページをご覧い

ただくか、お問い合わせください。 

 

 

℡ 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。 

民家園まつり ～無料開園日～ 
日時：11/3(土･祝) 

歌舞伎 13:30～14:45(12:30 開場) 

「仮名手本忠臣蔵三段目 足利館門

前進物の場 足利館松の間刃傷の場」 

観覧料：500 円 (10:30 から正門

でチケット販売。1 人 2 枚まで) 

定員：400 人(立見含む) 

むかし遊び 11:00～12:00、13:00～15:00 

 民具着用体験、輪投げ、竹馬、 

輪回し、はたおりなど。先着。 

伝統技術実演 10:30～15:00 

℡541-3915 

おはなし会 
日時：10/24(水) 14:30～15:10 

対象：3 歳以上 (大人も可) 

大人のための朗読会 
日時：11/10(土) 13:30～15:30 

対象：大人 

おはなしワールド 
(日本語ボランティアによるおはなし会) 

日時：11/14(水) 14:30～15:10 

対象：3 歳以上 (大人も可) 

冬のおはなし会 
日時：12/5(水)14:00～14:45 

対象：3 歳以上 (大人も可) 

℡ 888-3588 

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･保育園などへ

行っていないお子さん。 

〈よちよちっ子のおはなし会〉 
日時：11/20(火)10:00～ 

定員：25 組(先着順) 

申込み：10/2(火)か 

 ら電話で受け付け。 

〈芋掘り、焼き芋〉 

日時：11/9(金)10：00～ 

定員：50 組(先着順) 

申込み：10/2(火) 

 から電話で受け 

 付け。 

 

 

℡ 813-4705 Fax814-0250 

『訪ねて楽しい大山街道』 
出版記念シンポジウム 

“大山街道の魅力発見” 
日時：10/6(土)  

9:30～12:00 

会場：ふるさと館 

イベントホール 

基調講演：9:50～10:20 

「江戸時代の交通と脇往還の重要性」

講師：村上直 氏(法政大学名誉教授) 

パネルディスカッション：10:30～12:00 

「庶民の道“大山街道”の魅力を語る」 

定員：40 人(先着順) 参加無料 

申込み：電話またはファックスで 

2012 年度後期 講演会予定 

2012年 10/20(土)・2013年 2/23(土)

大山街道の歴史や文化を内容と 

する講演会を開催する予定です。 

講演会の詳細は、ふるさと館に

お問い合わせ下さい。 

 

℡ 813-0808 Fax 813-0864 
講演会 

「思春期の子どもへのまなざし 
～幻の子ども像を追わない
で」 

 思春期の子どもの変化にとまど

いながら向き合っている親や支援

者のヒントになる講座です。講師

への質疑応答の時間や参加者(希

望者)同士によるわかちあいの時

間も設けています。 

日時：11/18(日) 14:00～16:00 

会場：すくらむ 21 

講師：青木悦氏(教育ジャーナリスト) 

定員：25 人(先着順・要予約) 

参加費：無料  保育あり 

 

こどもゆめ横丁  ℡ 811-2001 

11/4(日)11:00～15:00 雨天決行 
        いつもの夢パー 

クに子どもの“街” 

が出現します。 

 お店も商品も全

て子どもたちが自分でつくります。 

子どもが主役のこの街では、本物の

お金を使って売り買いをします。 

※5 日(月)は臨時施設点検日のため

お休みです。 

野球大会 
 技術や年齢に関係なく誰でも参

加できる野球大会です。あすか製薬

さんのグラウンドをお借りします。 

日時：10/20(土)、11/17(土) 

  9:00 夢パーク集合 雨天中止 

おさがりバザール週間 
 着られなくなった子どもの服や

靴を譲り合います。おさがり品は無

料でお譲りします。 

期間：11/21(水)～27(火) 

 

プラザ橘まつり ℡ 788-1531 

11/9(金)13:00～16:00 

10(土)、11(日)10:00～16:00 
 プラザ橘で活動をしているグル

ープの展示や体験コーナー、野菜や

震災支援品の販売(10日)、本のリサ

イクルコーナー、運動やコーラスの

発表など、楽しい催し物がたくさん。 

 

 

第 8回 全国手づくり楽器 
アイデアコンテスト 

～音と遊ぼう～ 
募集内容 
Ａ 手づくり楽器部門 
・子ども楽器部門(対象:中学生以下) 
・一般楽器部門 

Ｂ ゆめ楽器(イラスト)部門 
応募方法 
Ａ 申込用紙記入、作品の映像(①楽
器の説明②曲の演奏風景)をメディ
ア[ミニ DV、VHS、DVD(ファイナライ
ズ済)]に収録し、郵送で応募。 

Ｂ 作品を書き、申込用紙を記入して
作品の裏に添付し原本を郵送。 

 作品サイズ ①A4サイズ、②八
つ切り画用紙、③四つ切画用紙 

応募資格：不問 参加費：無料 
締切り：10/31(水) 当日消印有効 
問合せ：「音楽のまち・かわさき」
推進協議会  ℡ 544-9641 

〒212-8554幸区大宮町 1310 
ミューザ川崎セントラルタワー5 階 

第 2回川崎マリエン写真・ 
児童絵画コンクール 

テーマ：川崎港の建物、風景、人、 
遊び、仕事など自由。 

応募資格：絵画：小学生以下 
     写真：制限なし 
応募規定：【絵画】Ａ３およびＢ３。
スケッチ、イラスト、水彩、ク
レヨン、鉛筆、油彩など自由。 

【写真】Ａ４および四つ切。印画
紙プリント(データ納品不可)。カ
ラー･モノクロどちらでも可。フ
ィルム･デジタルどちらでも可。    
画像加工していないものに限る。 

・応募者本人の作品で未発表のもの。 
・公序良俗に反しなく、被写体の肖像

権や所有権に問題が生じないもの。 
・2012年 4月以降に作成されたもの。 
応募方法：応募票に記入して作品
の裏に貼って送付。応募費用無
料。(送料自己負担)1 人 4 点まで。 

応募期間：11/1～2013 年 1/31(必着) 
応募先：〒210-0869川崎区東扇島 38-1 

(公社)川崎港振興協会 
問合せ：℡ 287-6009 

 

  
 

 
パソコン講座 ℡ 548-4121  

 ～秋季受講者募集中～ 
講座名：スマートフォン(初心者編

/活用編)、ホームページ、エク
セル、ワード、パワーポイント、
初心者パソコンなど 

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、電話またはホー

ムページでご覧ください 

 

℡.221-7022  Fax 221-7028 

電話相談 子育て“心のケア”ネット 

公開講座 

「気持ちが伝わるコミュニケーション」 
ママ友同士や家庭内の人間関係

で悩んだりしていませんか？自分

も相手も大切に考えるコミュニケ

ーション方法を学びます。 

日時：10/29(月)、11/5(月) 全２回  

 9:50～11:50 

場所：高津市民館 第 1 会議室 

対象：2 回とも参加できる方 30 人 

   （申込み多数の場合は抽選） 

費用：資料代 500 円  

申込方法：10/23(火)までに、ハガ

キかファックスに氏名、住所、

電話番号、年齢を記入 

申込み・問合せ：〒210-0011川崎区

富士見 2-1-3 教育文化会館内 

 川崎市地域女性連絡協議会 

※電話は月･火･木･金 10:00～16:00のみ 

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。情報をお寄せください。 ☎ 044-733-5560 (公財)川崎市生涯学習財団 

 

  

【日本民家園】 

【幸図書館】 

【青少年の家】 

【子ども夢パーク】 

【大山街道ふるさと館】 

       ℡ 946-6030  

◆スポーツデー(個人利用)のご案内   

【屋内プール】指導員付き 1回500円       
 
 

 

 

 

 

 

 

※各種目(プール)開始 30 分前から整理券を配布いたします。 

このほか、キッズ広場・柔道・剣道・合気道・ピラティスなど体育室や

武道室で様々なスポーツの個人利用開放を行っています。 
詳しくは、ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。 

 
 

【川崎市多摩スポーツセンター】 

種目 対象 曜日・時間 定員

火曜日19：00～19：30 30人

水曜日12：30～13：00 30人

15人

15人

30人

木曜日19:00～19：30

金曜日12：30～13：00

土曜日10：00～10：30

15歳以上(中学生は除く)

15歳以上(中学生は除く)

15歳以上(中学生は除く)アクアビクス

アクアウォーキング 15歳以上(中学生は除く)

泳法ワンポイントレッスン

初心者ワンポイントレッスン

スポーツデーとは、個人利用開放日です。 
一人でも気軽に参加できます。 

 

【中村正義の美術館】 

｢顔｣ 
1973 年 

【総合自治会館】 

【(公財)川崎市産業振興財団】 

【北部身体障害者福祉会館】 

【教育文化会館大師分館】 

【高津市民館橘分館】 

【川崎市地域女性連絡協議会】 

【男女共同参画センター すくらむ 21】 

区制 40周年記念事業 

第 8 回 高津区こども・子育てフェス
タ 

11/17(土)10:30～15:00 

会場：高津市民館(ノクティー2 11･12 階) 

 情報パネルでの活動展示や子育

て中の親の交流広場など、親子で楽し

める催しがたくさんあります。 

“山崎直子宇宙飛行士 お話会” 
「宇宙・人・夢をつなぐ」 

時間：13:00～14:30(開場 12:30) 

応募対象：小･中学生および、小

学生の保護者 (事前申込 先着順) 

定員:600人 10/20(土)申込締切 

申込み：Faxまたはインターネットで 

川崎西ロータリークラブへ 

℡ 811-2100 Fax 822-1155 

問合せ：高津区役所こども支援室 

    ℡ 861-3291 

無料 

かわさき緑レンジャー募集！ 
 市内の保全緑地の調査・作業と、 
行政への情報提供・市民団体への助
言や指導をする市民ボランティア
を募集しています(書類審査・面接)。 
申込書送付：10/15(月)消印有効 
問合せ：建設緑政局緑政部緑政課 
         ℡ 200-2381 
 


