
                   

平成 24 年度 第３期 受講生募集 
◆水曜コース 12/5～3/13 全 12 回  ①水曜手びねりコース 9:30～12:30 ③水曜電動ろくろコース 13:30～16:30 

◆土曜コース 12/8～3/23  全 12 回 ②土曜手びねりコース 9:30～12:30 ④土曜電動ろくろコース 13:30～16:30 

会場：川崎市生涯学習プラザ 地下実習室 

対象：18 歳以上の方(市内在住･在勤者を優先) 電動ろくろコース受講希望者は、手びねり経験者に限る。 

定員：①②手びねりコース各 15 人  ③④電動ろくろコース各 11 人 

費用：手びねりコース 31,500 円、電動ろくろコース 37,500 円 （粘土代、焼成料、釉薬代 全て込み） 

申込：往復はがきに希望コース･住所･氏名･電話番号を記入。11/19(月)必着 応募者多数の場合は抽選 

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事業推進室『陶芸教室係』あて 

プラザ陶芸教室一般開放募集中です。詳細はチラシ、ホームページまた電話ではお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
川崎区の教育文化会館と各区の市民館には、それぞれ大ホールや大会議室など、音楽や舞台表現に適し 

た設備があります。これらの施設を活用して、市民の皆さまの主体的で自由な表現・舞台活動を支援し、育

成することを目的とした事業を、４施設で実施しています。詳しくは各施設にお問い合わせください。 

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 

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 

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：12/4(火)10:00～ 

定員：25 組 (先着順) 申込み：11/20(火)から電話で。 

◆親子人形劇 「赤ずきんちゃん」 
日時：12/21(金)10:00～ 
定員：150 人(先着順) 
申込み：11/20(火)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/ 

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～ 
秋たけなわ!街道の魅力を一緒に体感しませんか？ 

日時：11/14(水)・28(水) 予備日 12/5(水) 

定員：25 人(先着順) 

講師：中平龍二郎 氏(地図研究家) 

郷土理解講座「川崎の発展に尽くした人物伝」 
～池上幸豊と干拓事業～(仮題) 

日時：12/12(水) 講師：小川信夫 氏(劇作家) 

※11 月中旬から受付予定。詳細はお問い合わせください 

子ども夢パーク              044(811)2001  URL  http://www.yumepark.net 
こどもゆめ横丁 11/4(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！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。 ※4日(日)は 18:30 閉所、5 日(月)は臨時施設点検のためお休みです。 

自然エネルギーで遊ぼう 11/18(日) 10:30～14:30 
 自転車自家発電、ソーラークッキングなど、自然エネルギーで遊ぼう。参加費無料。雨天決行。 

KUJIROCK(クジロック)やや Winter 12/1(土) 午後 
 スタジオ利用者による本格的な音楽ライブ♪ 会場：夢パーク 2階「ごろり」 

おさがりバザール週間 11/21(水)～27(火) おさがり品を無料でお譲りします。 

クリスマスイベント 12/22(土) 内容は、おたのしみに☆ 

 

 

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３５号 

 2012（平成 24）年１１月１日  

※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。 

無料 

川崎市生涯学習財団事業推進室  

℡ 733-5893 

平成 24 年度 第３期 “健康・体力づくりスポーツ教室” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※保育：１歳～３歳までのお子様を対象に別室で保育します。先着８人。1 教室 1 名につき 4,800 円(保険料含む) 

■ 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 (公財)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 11 月 5 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 11 月 7 日(水)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。 ℡ 044-733-5894  Fax 044-733-6697 

 

教室名(定員) 開催期間 曜日・(回数)・時間 受講料(保険料含む)
エアロビクス教室　(保育あり)

　　　　　　　　　　　 　（40人）
1/7(月)～3/18(月)

月曜日(全8回)

10:00～11:00
５，６００円

ボディメイクエクササイズ教室
　　　　　　　(保育あり)　(40人)

1/7(月)～3/18(月)
月曜日(全8回)

11:15～12:15
５，６００円

ストレッチ健康体操教室
　　　　　　　　　　　　　(25人)

12/5(水)～3/6(水)
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人)

12/6(木)～3/7(木)
木曜日(全12回)

10:00～11:15
８，４００円

リズム＆ストレッチ体操教室
　　　　　　　　　　　　　(25人)

12/7(金)～3/15(金)
金曜日(全12回)

10:00～11:15
８，４００円

親子リトミック教室
　(満１歳～未就園児とその親25組)

1/11(金)～3/15(金）
金曜日(全10回)

9:45～10:30
８，０００円NEW  

1 日体験教室  開催!! 
親子リトミック教室 

11/30(金)9:45～10:30 

【麻生市民館】  ☎ 951-1300 

あさお SOUND & VISION 2013 
平成 25 年 3 月 9 日(土) 開催 
 
                   公募で集まった個人・ 

団体による音楽・パフォ 

ーマンスなどのフリー 

スタイルフェスティバ 

ルです。舞台裏を支える 

スタッフの養成講座も 

平行して実施します。出演者を募集中です！ 

【多摩市民館】  ☎ 935-3333 

－表現舞台活動支援事業－ 

ちっちゃい演劇フェスティバル vol.4 
平成 24 年 12 月 2 日(日) 13 時開演 

 今年度は“ぬけられます”をテーマに、地域で 

表現活動をしている方たちが、自由な解釈と自由

な表現を披露しあいます。

表現ワークショップの受講

生が成果を発表する場でも

あります。 

          ※出演者の募集は終了して 

います。            います。 

【中原市民館】  ☎ 433-7773 

なかはらアクトストリート(NAS 2013) 
平成 25 年 2 月 16 日(土) 開催  
 
  今年のテーマは「遊・縁・地」!!中原市民館

全体を会場に、ライブ、ダンスパフォーマンス、

ワークショップ等を繰 

り広げます。多目的ホ 

ールでは、区制40周年 

なかはらミュージカル 

「水の郷のものがたり」 

公演も同時開催します。 

【教育文化会館】 ☎ 233-6361 

つくろうよコンサート vol.10 
平成 25 年 2 月 3 日(日) 14 時開演 
 
 “つくコン”の愛称で親しまれ 

ているこのコンサ―トは、学 

生時代に親しんでいた吹奏楽からしばらく離れてい

た人、新たな出会いや発表の場を求めている人など、

吹奏楽の愛好家が年に一度結集する入場料無料のコ

ンサートです。 

※スタッフ募集中！ ※出演者の募集は終了しています。 

見て 聞いて 参加して♪市民でつくる文化芸術 
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℡ 922-2181 

実演「昔の大工仕事」と 
体験「子ども大工仕事」 

 マサカリ・チョウナなどの昔の

大工道具を使った実演や、壁塗り、

丸太切り、縄結びなどの子ども向

け体験を行います。  雨天決行 

日時：11/18(日)10:30～14:30 

定員：100 人 先着順 大人参加可 

民家園講座 
「日本とアジアの多様な

茅葺き民家をみる」 
日時：12/1(土)、8(土) 全 2 回 

   13:30～15:30 

講師：日塔和彦 氏(文化財建築技師) 

定員：高校生以上 30 人 

参加費：1,500 円 

申込み：往復はがきに住所・氏名・ 

電話番号・希望講座名・開催日

を記入。  11/19(月)締切 

 

 

 

℡587-1491 

きいて、みて、つくって、たのしむおはなし会 

「おと絵がたり」 
日時：11/25(日)13:30～15:00 

会場：日吉分館 第 3・4 学習室 

定員：100 人 先着順 

対象：座ってお話が聞ける幼児から

大人まで 

内容 

１ 影絵「ブレーメンの音楽隊」他

の上演 

２ 影絵づくりをしましょう！ 

テーマ「みんなでつながる夢見ヶ崎」 

持ち物：油性の 

カラーマジック 

申込み：電話ま 

たは来館にて 

受付中 

 

 

℡ 266-3550 

市民エンパワーメント研修 

“私が作るアートイベント 
『ガラスに描くクレパスアート』” 
 ガラスに絵が描ける「クレパス」

を使って、プラザ大師のガラスに

落書きをしてしまおう！というア

ートイベントを行います。イベン

トの企画･運営を学び、一緒に参加

型イベントを成功させましょう。 

日時：12/6(木)～2013/1/31(木) 

10:00～12:00 全 7 回 

   (1/19 のみ土曜開催) 

定員：20 人(うち 8 人保育可) 

費用：無料 (保育は保険料が必要) 

申込み：11/16(金)10:00～ 先着順 

電話または直接来館 

とくべつおはなし会 
日時：12/5(水)14:30～15:30 

定員：100 人 先着順 

対象：幼児、小学校低学年とその保護者 

申込み：11/20(火)10:00～整理券配布 

シニアの社会参加支援事業 

“定年退職『ボクらの時代』” 
日時：12/14(金)～2013/2/22(金) 

10:00 ～ 12:00  全 6 回

(12/21(金)、1/11(金)は 14:00 まで) 

対象：定年退職された方や定年退

職間近の方 定員：16 人 

費用：無料(材料 800 円) 

申込み：11/20(火)10:00～ 先着順 

   電話または直接来館 

プラザ大師まつり 
11/17(土)、18(日)開催！！ 

 

メンタルヘルス講座 ℡ 556-6654 

「身近な人を支えるために」 
～強いストレスへの対処法 ～ 
 災害時のこころの変化を含め、人

生の様々な場面で出会うこころの

病について学びます。 

日時：11/14(水)、22(木)、29(木)、

12/6(木) 14:00～16:00 全 4 回 

(1 講座だけの申込みもできます) 

会場：さいわい健康福祉プラザ 3 階 

(初回のみ幸区役所 5階第 1会議室) 

定員：45 人(先着順) 

費用：無料  

申込み･問合せ：℡ 556-6654 

幸区役所保健福祉サービス課 

 

 

 

℡ 733-3333 

ベストショットデジカメ教室 
日時：12/2(日)13:00～17:00 

定員：15 人 先着順 

受講料：1,000 円(教材費実費) 

締切：11/22(木) 
クリスマスアート 

ミニチュアガーデン教室 
日時：12/8(土)13:00～16:00 

定員：15 人 先着順 

受講料：1,000 円 

 (教材費実費 2,000 円程度) 

締切：11/30(金) 

親子劇鑑賞会「ピーターパン」 
日時：11/17(土) 13:30～(13:00 開場) 

定員：250 人 先着順 

参加費：400 円(5 歳以上) 

℡ 541-3910 
家庭･地域教育学級(2) 

「もし、子どもがいじめにあったら」 
 いじめの現状を学び、子どもが
いじめにあった場合、家庭でどの
ようなことができるのか考えてみ
ませんか。 

日時：11/14～12/10 主に水曜日 

19:00～21:00 全 5 回 

定員：20 人 先着順 

受講料：無料 

申込み：電話または来館にて受付 

わかりにくくて？見えない障害 
～大人の発達障害について 

聞いてみよう～ 
 子どもに比べ大人についての情
報は少なく、誤解されることもあ
る「発達障害」について学びます。 

日時：11/24(土) 10:00～12:00 

定員：30 人 先着順 

講師：南 和行氏(心理カウンセラー) 

申込み：電話または来館にて受付 

平和・人権学習(2) 12/18 受付開始 

「震災から子どもたちの 
いのちを守ろう」 

日時：1/14～2/14 主に木曜日 

   10:00～12:00 全 6 回 

定員：30 人 先着順 

公開講座 

「川崎市臨海部コンビナート 
の被害予測を知ろう」 

日時：1/14(月･祝)13:30～15:30 

定員：30 人 先着順 

 

℡ 798-5000 Fax 798-5005 

保育ボランティア研修受講者募集 
 子育て期のお母さんたちのスポ

ーツをする機会をサポートするた

めに、幼児を保育するボランティア

を養成します。かわいい子どもたち

と一緒に楽しい時間を過ごしませ

んか？ 

日時：11/27(火)、 

12/7(金) 

10:00～12:00 

対象：保育活動に関心のある方 

定員：20 人(先着順) 受講料：無料 

申込み：電話・Fax・来館にて 

℡ 733-6626 

パソコンセミナー受講生募集!！ 
講座名：初心者コース、ワード、エク

セル、パワーポイント、インタ

ーネット/ブログ、デジカメ、

画像編集、家計簿、年賀状ほか 

日時：火曜日、水曜日、金曜日 

   各 10:00～16:00 

参加費：1 回 5,000 円(税･テキスト代込) 

※詳細は、チラシ、ホームページ、

または電話でお問い合わせくだ

さい。(パソコン担当 733-5894) 

股関節に着目した健康講座と体操実習 
ロコモン体操で あなたの 
「膝」「腰」「骨」は大丈夫! 

日時：2013/1/17(木)～2/14(木) 

   9:30～11:30 全 5 回 

定員：50 人 先着順 

受講料：9,000 円(教材費別途 1,000 円) 

申込み：電話、FAX、はがき、来館 

11/15 から受付 

ランチタイムロビーコンサート 
日時：12/22(土)12:10～12:40 

出演：アンサンブル クワイヤー 

“le Carillon de chambre” 

(カリヨン･ドゥ･シャンブル) 

♪心温まるクリスマスソングをお楽しみください。 

 

℡ 276-4800 

韓国の琴『カヤグム』 
 カヤグムの音色を楽しんでみま

せんか？初めての方でも大丈夫！

楽器はふれあい館にあります。 

日時：火曜日 13:30～14:30 

   水曜日 18:30～19:30 

問合せ：カヤグム世話人 朴(ぱく)正代 

    ℡ 090-6135-3536 

 

 

 

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：1/9～3/13 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。12/15 必着 抽選 

 

親族後見人向け 
成年後見制度研修 

 親族の後見人等として活動して

いる方、これから活動をしようと

検討中の方を対象に、成年後見制

度の基本的な知識の習得を目標と

して研修を行います。 

日時：12/4(火)13:30～16:30 

会場：川崎市総合福祉センター 

(エポックなかはら)7階第3会議室 

(JR 南武線 武蔵中原駅下車) 

定員：50 人(市内在住・在勤者) 

   書類選考あり 

費用：無料 

申込み：各区社協、区役所にて配

布の申込書を期間内に郵送また

は持参にて提出。 

申込期間：11/15(木)～11/30(金) 

問合せ：川崎市あんしんセンター 

運営課 ℡ 739-8727 

福祉のお仕事相談会 
日時：11/16(金)13:00～16:30 

会場：川崎市総合福祉センター 

(エポックなかはら)7 階 

対象：川崎市内で福祉の仕事を 

探している方 

申込不要、参加費無料、 

入退場自由の相談会。保育 

サービスあり(要申込)。 

問合せ：川崎市福祉人材バンク 

℡ 739-8726 Fax 739-8740 

※同日午前開催「リアルに語る！
ココだけの話」～福祉現場の実際

について～（要申込) 

 

 

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 

  

 

【教育文化会館大師分館】 【高津スポーツセンター】 【とどろきアリーナ】 

【川崎市社会福祉協議会】 

【生涯学習プラザ】 

【幸区役所保健福祉センター】 

【ふれあい館】 

【会館とどろき】 

【幸市民館】 

平成 24 年度 かわさき子どもの権利の日のつどい 
日時：12 月 2 日(日) 12:30～(12:00 開場) 

会場：川崎市高津市民館ホール (高津区溝口) 

   ノクティー2 12 階 

第 1 部 子どもの参加と意見表明  

    子どもたちによるオープニングダンス、 

    川崎市子ども会議からの活動報告など 

 第 2 部 講演  

    「星の数だけ夢がある」～子どもたちへのメッセージ～ 

     講師 大平 貴之 氏 （プラネタリウム・クリエーター） 

定員：600 人 入場無料  ※保育・手話通訳あり(要申込) 

申込：川崎市のホームページまたは、往復はがきでお申し込みください。 

   応募者多数の場合は抽選で決定いたします。締切：11/21 消印有効 

申込・問合せ：〒210-8577川崎市川崎区宮本町１番地 

   川崎市市民･こども局 人権･男女共同参画室 

℡ 044-200-2344 / Fax 044-200-3914 

 

【幸市民館日吉分館】 

 

【日本民家園】 

教育委員会・大学等高等教育機関連携事業 

◇ともに生きる ～タイのHIV/AIDSのNGOの現場から～ 
日時：11/17(土) 13:30～15:30 費用：無料 

対象：市内在住･在勤･在学の一般の方 定員：80 人 先着順 

【日本女子大学生涯学習センター(西生田) ℡ 952-6961】 

◇いざなぎ流研究の現在と物部フィールドワークの 12年 

日時：11/24(土)10:00～18:00 費用：入場無料 (資料代 1,000 円希望者) 

定員：300 人 申込み不要。直接大学内の会場へお越しください。 

【和光大学  ℡ 989-7497(企画室学術振興係)】 

◇外国人と英語であそぼう 
日時：12/8(土)14:00～16:30 費用：参加費 1,200 円 

対象：小学生・中学生 定員：20 人 先着順 

【外語ビジネス専門学校 ℡ 244-3111】 

 

11月 20 日は 
「かわさき子ども
の権利の日」です 

人形劇 
 


