
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/ 

～ある郷土史家のみたふるさと高津〜 
日時：7/7(日)～28 日(日) 

内容：昨年に引き続き、高津に 

ゆかりのある郷土史家の 

資料を展示します。 

会場：ふるさと館（展示室） 

 ～探ろう！大山街道～     
日時：8/9(金)9:30〜12:00 

内容：大山街道の歴史を学び、その後実際に街道を散

策します。中学生が対象です。 

講師：對馬醇一 氏（川崎郷土研究会） 

会場：ふるさと館（イベントホール） 

 

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

対象：よちよち歩きから小学校入学前までの、幼稚園・

保育園に通園していないお子さん 

ミニブタやヒツジ、ヤギ、ウサギ、ヒヨコ、アヒルな

どかわいい動物とふれあえます。 

日時：6/3(月)10:00～   

定員：100名(先着順)   

申込：電話で受付中 

日時：6/4(火)10:00～ 定員：25組(先着順)  

申込：5/21(火)から電話で受け付け 
 

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

 ≪水あそびスペシャル!!≫ 
夢パークで思いっきり水遊びをしよう。屋台に、ミニステージに・・・。10周年企画お楽しみに!!  
日時：7/21(日) 10:30～15:00 予定 雨天決行 
※22 日(月）は臨時施設点検日のためお休み 

  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。 

 第 2・第 4 水曜日 10:30～13:00 くらい (5/8、22、6 /12、26) 

 5/22(水)～28(火) 7/ 23 (火)～29 (月）事務所前 

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。 

  

 

市内在住、在学の小学 5 年生～中学２年生 参加者募集 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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：6/15(土)15:00 (川崎市生涯学習プラザにて) 

参加者説明会：6/29(土)川崎市生涯学習プラザ 参加者は保護者同伴で出席してください。予備日：7/6(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。 

 

 

かわさき市民アカデミー2013 年度前期 地域協働講座 A 

医療最前線の現場から その 3 先端医療を学ぶ  
 医学・医療の進歩は目覚ましく、これまで 

治らなかった病気にも新しい治療法が開発 

されています。今回は、誰にでもわかる言葉 

を使って、最先端の医学・医療を紹介します。  
                            会場：川崎市生涯学習プラザ 

                            時間：13:30～15:00 定員：72 人 

                            受講料：4,000 円(当日券あり 1,500 円) 

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

                                ℡ 733-5590 Fax 722-5761 

発(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 

行 ☎:044-733-5560 FAX:044-739-0085 URL:http://www.kpal.or.jp E メール:stage-up@kpal.or.jp 

第３９号 

 2013（平成 25）年５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。 

回 月/日(曜) 学習内容

1 6/4(火) エイジングに打ち勝つための皮膚･毛髪ケアの最新研究

2 6/11(火) 再生医療：IPS細胞で何ができるか

3 6/18(火) 脳卒中治療の最前線

4 6/25(火) 眼科診断・治療の進歩

5 7/2(火) 乳がん診療の最新トピックス

コース名 日程 募集人数 参加費(円)

島根県 小学生 14名 55,000

益  田  市 中学生   6名 57,000

和歌山県 小学生 16名 35,000

古座川町・太地町 中学生   8名 47,000

長野県 小学生 30名 18,000

富 士 見 町 中学生 10名 19,000

岩手県 小学生 16名 36,000

花　巻　市 中学生   8名 46,000

北海道 小学生 16名 58,000

中 標 津 町 中学生   8名 69,000

7月26日(金)～ 29日(月)

8月 2日(金)～ 5日(月)

8月19日(月)～22日(木)

7月30日(火)～8月2日(金)

7月30日(火)～8月2日(金)

二ヶ領用水 

 

ＫＳＪ 

教育文化会館と各区の市民館では、特別支援学校を卒業した主に知

的障がいのある方を対象に、「障がい者社会参加学習活動」を月１回ペ

ースで開催しています。 

自分たちでメニューを考えて、材料を買って、料理をしたり、クリ

スマス会やスポーツ大会を企画して実施したり、電車やバスに乗って

様々なところへ出かけたりすることを通して、社会で必要な力を身に

つけ、様々な人と交流しています。 

この活動を支援してくださるボランティアさんを募集しています。

関心のある方は、教育文化会館、各市民館へお問い合わせください。 

教育委員会生涯学習推進課 ℡ 200-3304 

 

４月から、年齢を問わず、障がいのあ

る方からのあらゆる相談に応じる「障害

者相談支援センター」が、全市に２８カ

所オープンしました。 

地域療育センター、児童相談所、発達

相談センター、障害者更生相談所、各区

保健福祉センター、就労援助センターな

ど、これまでの専門機関等とも連携をと

りながら、情報提供や助言、虐待の防

止・早期発見を行っていきます。お困り

の時、お悩みの時にはぜひご相談くださ

い。 

健康福祉局障害計画課 

 ℡ 200-2927 

 

『障害者相談支援センター』オープン！ 
障がいのある方の相談窓口が、もっと便利になりました。 

障がいのある方達の仲間づくりや、地域での活動を支援しています！ 
 

障害者生活支援

センター 
（知的障害） 

障害者相談支援センター 

（すべての障害・年齢に対応） 

・障害種別や年齢を問わず、ワンストップで相談を受けます。 

障害者生活支援

センター 
（身体障害） 

障害者生活支援

センター 
（精神障害） 

障害種別を問わない支援 

まずはどんなことでも 
障害者支援センター 
にご相談ください 

http://furusatokan.web5.jp/
mailto:summer-camp@kpal.or.jp
http://www.kpal.or.jp/


 

 

 

 

 

 

かわさき幸がんフォーラム 
～ ～ 

日時：5/18(土) 10:00～12:00 

会場：川崎市産業振興会館 ホール 

定員：478 人 

申込不要・参加無料 

※『健康塾』は常に開催していま

す。詳細はお問い合わせください。 

 
おはなし会  
 大きな絵本や人形劇、手遊びな
ど、普段とちょっと違う特別なおは
なし会。みんなで楽しみませんか？
子どもだけで楽しむのはもったい
ない！大人の方もご一緒に！  
日時：6/26(水) 14:30～15:10 

会場：幸市民館 音楽室(2 階) 

対象：3 歳以上(大人も可) 

定員：当日先着 40 人(14:15 開場) 

 

おと絵がたり 

影絵と民話の世界 
大型影絵と音楽と語り 

日時：5/12(日) 11:30～,13:00～ 

各回 40 分 

定員：60 人(先着順)  

料金：入園料のみ 

民家園講座 

 
日時：6/8 (土)15 (土) 14:00～16:00 

対象：高校生以上 定員：30 人 

参加費：1,500 円 5/27(月)締切 

 

第 3 回実物ミニ歴史資料展 

公開日：5/12,19,26(日) 

6/8,15,22,29(土) 

主な展示資料：フランス 14 世紀羊皮

紙手書き時祷(じとう)書、15 世紀活字

印刷の時祷書、16世紀聖書、イタリ

ア1745年のグレゴリオ聖歌集 他 

第 40 回カルチャーセミナー 

―中世ヨーロッパの面影を残す 4 線

譜を復元、聖歌をお聞きくださいー 

日時：5/26(日) 13:30～ 参加無料 

講師：丸山智也子(二期会会員) 

 

   

 

 

《企画展》 
受け継がれた文化財 

「川崎大師の寺宝と 

信仰」 

「文化財は語る…」 

4/20(土)～6/2(日) 

観覧料：一般 800 円 

学生・65 歳以上 600 円 

（常設展） 《アートギャラリー》
シリーズ・川崎の美術 響きあうアート 

カワサキ・ドキュメント 

4/6(土)～6/30(日) 観覧料：無料 

《博物館展示室》 

「近・現代」特集展示 

「川崎のレンガ製造所」～5/17(金) 

マンスリー展示「脇往還 中原街道」 

5/11(土)～6/7(金) 観覧料：無料 

 

気軽に音楽を楽しめるお昼のひととき 

ランチタイムロビーコンサート 
参加無料・申込不要 

第 11 回 5/25(土) 12:10～12:40 

出演：富士通民謡部(三味線・太鼓・唄) 

第 12 回 6/12(水) 12:10～12:40 

 マンドリン等で奏でるアルゼン

チンタンゴの調べ。歯切れの良い

演奏をお楽しみください。 

出演： 

『アンサンブル 

・コラソン』 

 

 

第 6 回 川崎市聴覚障害者 

情報文化センターまつり
日時：5/26(日) 10:00～15:00 

・特別講演会＆トーク(13:00～15:00) 

～聴覚障害者について理解を深めよう～ 

『こういうことが差別になる!? 

ホンマでっか？』 

・ろう者と聴者が共につくる人形

劇団「デフ･パペットシアター・

ひとみ」のパフォーマンス 

・ろうの弁護士、ろうの薬剤師の 

相談コーナー 

・補聴器相談 

・バザー・模擬店 
・作品コーナー 

 
 

入門点字講習会 

～初心者向け点字講習会～ 

日時：6/4(火)～7/2(火)毎週火曜日 

   10:00～12:00 全 5 回 

対象：市内在住・在勤・在学の人 

定員：20 人(応募多数の場合は抽選) 

受講料：630 円(テキスト代) 

申込: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」と記入。または、直接来所、 

℡、Fax でも可。5/24(金)必着! 

 
 

市民講座  ｢くらしを支える化学｣
 元素から最新の化学材料まで、私た
ちの生活に役立つ化学の仕組みを日
本を代表する研究者が紹介します。  
日時：6/15(土) 13:00～16:40 

   12:30 開場 

会場：慶應義塾大学日吉キャンパス 

協生館2階 藤原洋記念ホール 

定員：300 人(先着順) 受講無料 

対象：どなたでも参加できます。 

申込：Webサイト、メール、ハガキ、

ファクスで  

申込期間：5/7(火)～6/5(水)予定 

 
 

第 16 期 

地域環境リーダー育成講座  
楽しみながら「学んで」「体験して」
仲間づくりをしませんか？ 
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：6/1～11/2 全 10 回 

  ＊すべて土曜日 10:00～16:30 

定員：30 人(定員超えは抽選) 

受 講 料：無料 

募集締切：5/17 (金)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 
 

 

パソコン講座 
 1 日または 2 日間の講座です。 

受講料：5,000 円/10,000 円 

(税・テキスト代込) 

※詳しくはホームページ・チラシ 

または、お問い合わせください。 

 

 

ダンボールコンポスト 
に挑戦しよう！ 

 ダンボールを使った堆肥作りに

挑戦してみませんか？作り方と使

い方の講座です。 

日時：5/22(水) 14:00～16:00 

会場：教育文化会館 4 階 第 2 学習室 

定員：30 人 参加費：無料 

申込：事前に予約してください。 

5/20(月)締切 

※6/7(金) 10:30～12:00 

アフターフォロー講座を予定 

 
 

多摩の文化財めぐり  
地域で伝承されてきた文化財を

通して、地域の歴史や文化を見直
してみませんか？座学で学んで、
現物拝観で実証します。  
日程：5/24(金)6/7(金)7/5(金) 

7/26(金)8/9(金) 全 5 回 

※時間は日により異なります。 

定員：25 人(申込多数の場合は抽選) 

参加費：500 円(保険、資料代) 

※拝観料、入場料などは実費 

申込：往復はがきで 5/10(金)必着 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

天文サポーター養成講座  
「星を見る夕べ」等の観察会で、
参加する市民の皆さんに星空の美
しさを伝える天文サポーターを養
成する講座です。  
日程：6/2(日)16(日)7/14(日)27(土) 

8/10(土) 全 5 回 

6/2 は 18:00～20:00 

対象：18 歳以上 受講料：無料 

定員：25 人(抽選)  

申込：往復はがきで 5/14(火)締切 

 

 

 

学びたいこと 探してみよう！ 

生涯学習相談ルーム「アスク」 
 「アスク」は、講座やサークル

の紹介・情報検索など、あなたの

生涯学習を支援するためのコーナ

ーです。事前予約は不要です。気

軽にお立ち寄りください。 

日時：毎週水曜日(祝日、年末年始を除く) 

10:00～12:30、13:30～16:00 

会場：中原市民館 1階グループ室 

 

 

 市民活動相談
 スタッフ及び相談員によるボラ

ンティア・市民活動の相談日時が

変わりました。 

相談日：毎日 

※施設休館日・年末年始を除く 

時間：9:30～20:00 

 ※相談員対応は火・土14：30～16：30 

ボランティア・市民活動団体 パワーアップセミナー 

人の集まる“チラシ”の作り方 
～セミナー・講座・イベントの集客アップをめざして～ 

日時：6/1(土) 13:30～16:30 

理解、共感、信頼を得《組織強化》
て、活動を持続していくために 

日時：6/29(土) 13:30～16:30 

両日とも 事前申し込み必要 

定員：20 人先着順 

参加費：500 円 

第 2 次選考 

 平成25年度かわさき市民公益活

動助成金交付団体を決めるために

プレゼンテーションを行います。 

 どなたでもご覧いただけます。 

日程：5/18(土)、19(日) 

会場：かわさき市民活動センター 

※詳しくは、ホームページをご覧

ください。 

 

8/25(日)に開催される「夏休み

遊びランド 2013」で子どもに遊び

を伝授してくれる達人、全体の企

画運営委員、ホール出演団体を募

集します。 5/14(火)締切 

詳細はお問い合わせください。 

 

 

運動・食生活健康づくり 
ボランティア養成教室 

運動普及推進員養成教室  
日程：6/18(火)21(金)28(金)7/5(金) 

   13:30～16:00 

会場：中原区役所他 

対象：70 歳未満で運動を制限され 

ていない人 

定員：15 人 参加費：無料 

食生活改善推進員養成教室  
日程：6/18(火)21(金)7/2(火)9(火) 

13:30～16:00 

※ 7/2 は中原市民館 

9:30～12:00 

調理実習のため実費がかかります。 

会場：中原区役所他 

定員：20 人 参加費：無料 

申込：5/15(水)8: 

30 から 先着順  

 中原のご当地体操『パンジー体

操』を区民に普及するボランティ

アの養成講座です。 

日程：7/23(火)25(木)8/1(木)8(木)15(木) 

   9:45～11:30 全 5 回 

会場：中原区役所他 参加費：無料 

定員：25 人 先着順 

 

 

子育てママの再就職 
ステップアップ講座

「再就職に必要なスキルを学ぶ

講座」と「悩みや不安を共有し課

題解決について考える場」で、子

育てママの再就職を応援します。  
日程：5/20(月)31(金)6/11(火)25(火)7/9(火) 

時間：10:00～12:00 

6/25 のみ 9:30～12:00 

対象：再就職を希望する子育て中の女性 

定員：30 人 先着順 

受講料：無料 

保育： 1 歳～就学前 先着 10 人 

300 円 要予約  

今からでも間に合う！ 

簡単楽しい英会話  
初心者向けの楽しい講座です。 

日時：5/14(火) 10:00～11:30 

対象：市内在住・在勤の方 

定員：30 人 先着順 

受講料：1,000 円 

保育： 1 歳～就学前 先着 10 人 

300 円 要予約  

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 

【南部身体障害者福祉会館】 
  ℡ 244-3971 Fax 244-3885 

【日本民家園】  ℡ 922-2181 

 

【市民ミュージアム】℡ 754-4500 

 

【中原市民館】  ℡ 433-7773 

 

【中原区保健福祉センター】 
℡ 744-3261 

 

【慶應義塾大学 理工学部】 
 ℡ 045-566-1470 Fax 045-566-1471 

秋草図屏風  
尾形光琳筆 

【幸図書館】    ℡ 541-3915 
 

【川崎幸病院】   ℡ 542-7007 

 

【生涯学習プラザ】 ℡ 733-6626 
 

イ ベ ン ト 情 報  

講 座 情 報  

お 知 ら せ  

【柿生郷土史料館】 ℡ 988-0004 
 

【男女共同参画センターすくらむ 21】 
  ℡ 813-0808 Fax 813-0864 

 

【(公財)かわさき市民活動センター】 
  ℡ 430-5566 Fax 430-5577 

 

【川崎市聴覚障害者情報文化センター】 
  ℡ 798-8800 Fax 798-8805 

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 5/10(金)～12(日) 

(5/10(金)は午後展示のみ) 

高津市民館 6/8(土)～9(日) 

麻生市民館 6/1(土)～2(日) 

(5/31(金)～6/5(水)美術展開催 3(月)は休館） 

 

【川崎市環境局環境調整課】 
℡ 200-2387 

 

【川崎市地域女性連絡協議会】 
℡ 221-7022 

 

【多摩市民館】    ℡ 935-3333 
 

【宮前市民館】    ℡ 888-3911 
 

【(公財)川崎市産業振興財団】 
℡ 548-4121 

 

【かわさき宙(そら)と緑の科学館】 
℡ 922-4731 

 


