
『かわさき市民アカデミー』ってどんなところ？興味を持ったら聞いてみよう！ 

2013 年度後期講座 受講説明会  
かわさき市民アカデミーでは、2013年度後期に初めて受講を希望される方、講座の内容、手続きなど詳し

く知りたい方を対象に説明会を開催いたします。説明会への参加費は無料、事前申し込みも不要です。 

詳細は NPO法人かわさき市民アカデミーのホームページ、受講生募集案内チラシをご覧ください。 
 
 
 

【問合せ先】  

NPO法人かわさき市民アカデミー 

TEL ０４４－７３３－５５９０ 

 

             捏(こ)ねる⇒成形⇒削る⇒秞掛け(ゆかけ) 
             四つの工程を楽しく体感する全 12 回 
 
◆水曜コース 8/21～11/13 全 12 回  ①手びねりコース 9:30～12:30 ③電動ろくろコース 13:30～16:30 

◆土曜コース 8/17～11/23 全 12 回  ②手びねりコース 9:30～12:30 ④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、手びねり経験のある人。 

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。7/13 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 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

人形劇鑑賞会 『ヘンゼルとグレーテル』 
日時：8/26(月)10:30～ 

対象：市内在住あるいは在学の小学校3年生以下 

（保護者同伴） 

定員：150名（先着順） 

申込：7/15(月)から 

電話で受け付け 
 

大山街道ふるさと館   044(813)4705   

みてわかる 近代日本の税のはじまり 
―ある郷土史家の見たふるさと高津― 

(上田恒三氏寄贈史料より) 

日程：7/7(土)～28(日) 

文化講演会「大山と不動明王」 
日時：9 /14（土）10:00～12:00   

定員：60 人 

講師：池上真由美氏（歴史研究家）         

 
子ども夢パーク            044(811)2001 

≪水あそびスペシャル!!≫ 7/21(日) 11:00～16:00 予定 雨天決行 夢パまつり 2013 祝！10周年
 夢パークで思いっきり水遊び!! 屋台に、ちびっこプールに、ビックウォータースライダーなど。今年もお楽しみに!!  

おさがりバザール週間 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。ご家庭にある春・夏物をお持ちよりください。 

KUJIROCK 2013 ～SUMMER～ 7/27(土) 2Fごろり ※時間は、夢パークまで問い合わせください。 

 夢パークのスタジオ利用者による音楽ライブです！熱い音楽で、夏の暑さを吹っ飛ばせ！ 

親子でもっとあそぼう会  第 2・第 4 水曜日 10:30～13:00 くらい  ※夏休み期間はお休みです  

 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。 7/10(水)水あそび 

     

 

 

 
 

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４０号 

 2013（平成 25）年７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 

昨年の講演会風景 

月日 7月29日(月) 7月31日(水) 8月1日(木) 8月2日(金）

時間 10：00～11：30 10：00～11：30 10：00～11：30 10：00～11：30

会場
中原市民館2階
第3･4会議室

ミューザ川崎4階

研修室2･3
麻生市民館3階

第1会議室
高津市民館11階

第4会議室

最寄り駅
武蔵小杉駅

徒歩３～４分
JR川崎駅徒歩３分
京急川崎駅徒歩10分

新百合ヶ丘駅
徒歩3分

JR武蔵溝ノ口駅
田園都市線溝の口駅

徒歩2分

教育文化会館田島分館(プラザ田島) 

夏休み映画会    ☎ 333-9120 
日時：8/14(水),28(水) 14:00～15:00 
対象：小学校低学年の子と親 
定員：75 人(当日先着順) 

｢大人と子どもの遊友くらぶ」(第 1 回) 
竹とんぼ作りを講習します。 
日時：8/10(土) 10:00～12:00 
対象：市内の小学生 
定員：15 人(先着順) 
申込：7/15(月)10:00 から 電話か直接 

高津市民館・図書館橘分館  ☎ 788-1531 

たちばなファミリーコンサート 2013 
「花は咲く・東北への想い」 
日時：8/3(土)1 部 11:00~12:00(10:45開場) 

      2 部 13:30~14:30(13:15開場) 
対象：3 歳以上 親子で楽しめるコンサート 

参加費：無料 
整理券配布：1 人 4 枚まで。 

7/17(水)9:30 から窓口で 

夏休み特別おはなし会 
日時：8/1(木)11:00～11:40 
参加費：無料 申込：不要  

岡本太郎美術館 ☎ 900-9898 

美術館探検ツアー 
日時：7/31(水)14:00～16:00 
対象：中学生・高校生 定員：20 人 
参加：無料 先着順 
申込：7/6(土)10:00 から電話で  

星を見る夕べ  かわさき宙と緑の科学館 ☎ 922-4731 
日時：7/13(土)･27(土)･8/10(土)･24(土) 19:30~20:30受付21:00終了 
対象：どなたでも(中学生以下は保護者同伴) 
※雨天･曇天･荒天時中止。当日 15:00 頃ホームページでお知らせ  

納涼民家園   日本民家園 ☎ 922-2181 

・井戸汲み・打ち水・水鉄砲、蚊帳・民家でごろ寝体験等 
日時：8/4(日)9:30～18:00(入園は 17:30 まで) 
参加費：入園料のみ(中学生以下無料)※浴衣・甚平の方無料 

生田緑地サマーミュージアム 2013 を同日開催 

9:00~20:30 ※雨天時一部縮小 

宮前市民館         ☎ 888-3911 

たんぽぽ広場 
日程：7/11,8/8 (毎月第2木曜日)10:00~11:30 
対象：おおむね 2 歳以下の子どもと保護者 

夏休み子どもあそびランド 2013 
日時：8/25(日) 10:00～15:00 

宮前市民館菅生分館     ☎ 977-4781 

身近な素材で鉄道模型づくり 
日程：7/31,8/7,14,21(水) 全 4 回 14:00~16:00 
対象：小学 4年生以上 定員：10 人 
費用：2,000 円(4 回分) 

親子でパンづくり 
日程：8/22(木) 9:30~12:00 
対象：小学 3年生以上の子どもと保護者 
費用：1 人 300 円 定員：6 組 12 人 
申込：7/20(土)10:00 から直接か電話で 先着順 

 

川崎市生涯学習財団事業推進室  

℡ 733-5893 

幸市民館日吉分館    ☎ 587-1491 

日吉郷土史会と 

むかしばなしを一緒に楽しく学ぼう 
日時：8/3(土) 費用：1人50円(保険料) 
対象：小学 3年生~6 年生 
定員：50 人 先着順 
申込：7/15(月)から電話か窓口で 

ＫＳＪ 

かながわサイエンスパーク(KSP) ☎ 819-2001 

科学と遊ぼう！ワクワクドキドキ玉手箱 
日時：8/17(土)、18(日)10:00～16:00 
参加費：無料 
申込：当日 9:30 から午前分、13:00 から午後分の 

整理券を受付で配布(子ども 1 人につき 1 枚) 

教育文化会館大師分館(プラザ大師) 

子どもの科学実験教室 3 ☎266-3550 

日時：7/26 (金) 10:00~13:00（予定） 
対象：市内小学校 4 年生以上の子ども 
定員： 40 人 抽選 
参加費：無料 材料費など別途必要 
申込：往復はがき 7/12(金)必着  

http://www.kpal.or.jp/
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介護家庭教室 

「ベッド上からのトイレの介護」
〈 ポータブルトイレの介助のコツ 〉 
日時：7/18(木) 13:00～16:00 

会場：YMCA 福祉専門学校  

対象：市内在住 

定員：20 人(先着順) 参加費：無料 

申込：電話で受付 

福祉情報ミニ講座 

「おひとりさまの終活
しゅうかつ

 

―私らしい生き方・終
しま

い方」 
日時：7/31(水) 14:00～16:00 

会場：てくのかわさき ホール 

対象：市内在住 

定員：80 人(先着順) 受講料：無料 

申込：電話で受付 

 

拡大写本入門講習会 
 「拡大写本」とは、視覚に障害
のある人や高齢者などのために、
小説やレシピ等の文字を読みやす
い大きさに書き直したものです。 

日時：9/13(金)～10/18(金) 全 6 回 

13:30～15:30 毎週金曜日 

対象：市内在住･在勤･在学で初心者の人 

定員：30 人(応募者多数の場合は抽選) 

受講料：500 円(材料費) 

申込：Fax・電話・直接窓口にて 

締切：9/6(金) 

 

 

パソコン講座
講座名：エクセル、ワード、パワー

ポイント、ホームページ、アクセ
ス初級、スマートフォン、その他
初心者向けパソコン講座など 

日時：月曜日～日曜日(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  

(税・テキスト代込) 

※詳細はチラシまたは電話で！ 

 

『孫の為のワクチン 
～ワクチンについて～』 

日時：7/2(金)13：30～14：30 

会場：ミューザ川崎シンフォニーホール 

定員：81 人 参加費：無料 

 

 

子育てのコツを学ぼう 
日時：9/5～10/3 毎週木曜日 

   10:00～12:00 全 5 回 

対象：就学前の子を持つ親 

定員：20 人(先着順) 

参加費：無料  その他実費負担あり 

保育：1 歳以上保育あり(保険料 800 円) 

申込：8/1(木)10：00 から窓口･電話で 

 

企画展 

「Hibino on side off side 
日比野克彦」展 
日程：7/20(土)～10/6(日) 

料金：一般800 円、高･ 

大学生･65歳以上600円 

 

おかあさんのための思春期講座 
日時：9/12,26,10/10,24,11/7,21,12/5 

  木曜日 全7 回10:00～12:00 

対象：小学 5 年生～中学 3 年生 

くらいの子を持つ母親  

定員：16 人(申込多数の場合は抽選) 

申込：来館・電話・Fax・ハガキ 

8/20(火)締切 

板で作ろう！ 
岡上リアルフェイスブック 
～岡上からの発信はあ・な・た～ 

岡上のパワースポットを巡り、

みんなの交流掲示板をつくろう！ 

日時：9/21,28,10/12,19,26 土曜日 

   13:00～15:00 全 5 回 

定員：20 人(若者 大歓迎!!) 

申込：9/14(土)締切 先着順 

 

第42回カルチャーセミナー「生麦事件の真相」 

日程：7/28(日) 13:30～  

講師：西川武臣 氏(横浜開港資料館副館長) 

入場：無料 

 

 

 

2013 インターナショナル 
フェスティバル in カワサキ 
日時：7/7(日) 10:00～16:30 

 地球市民としてふれあって世界

を体感するイベント！みんなで交

流するイベントです。 

講座  

こども英語・こども中国語 
日程：7/23(火)～25(木) 

こども英語 A  9:50～10:50 

こども英語 B 11:00～12:00 

こども中国語 13:00～14:00 

定員：15 人 

受講料：3,000 円 (教材費込) 

申込：往復はがきで 7/8(月)必着 

 

だいし水辺の楽校 
干潟の観察会 
日時：7/20(土) 10:00～13:00 

ロープワーク教室 
日時：8/24(土) 10:00～13:00 

ハゼ釣り教室 
日時：9/28(土) 10:00～13:00 

 

夏の大きなおはなし会 
日時：8/7(水) 14:30～15:15 

会場：幸市民館 大会議室 

対象：3 歳以上(親子で参加可) 

定員：100 人(当日先着順) 

ようこそ  
こわいおはなしの世界へ 

日時：8/3(土) 18:30～19:30 

対象：小学生以上(保護者同伴) 

定員：30 人(大人のみの参加可) 

申込：7/20(土) 9:30～ 先着順 

図書館カウンター・電話にて受付 

 

市民ミュージアム 
開館25周年記念特別展 

マンガ・アニメ祭り 
Part1 マンガ＋プラス展 

日程：7/13(土)～8/25(日) 無料 

Part2 夏休みアニメ祭り 

日程：7/13(土)～9/1(日) 

料金：一般 600 円、65 歳以上･大学･

高校生 500 円、小中学生 400 円 

※20 人以上の団体料金有り 

新世代アーティスト展 

in Kawasaki 
セカイがハンテンし、テイク 
日程：7/20(土)～9/29(日) 

料金：一般 800 円、65 歳以上･大学･

高校生 600 円、小中学生無料 

※20 人以上の団体料金有り 

 

気軽に音楽を楽しめるお昼のひととき 

日時：7/19(金) 12:10～12:40 

参観：無料 

出演： 

音楽と朗読の会 

｢和・輪・わっ！｣ 

 

 

 

 
夏休み親子手話・点字教室  
手話教室 7/22(月)～7/24(水)全 3 回 

定員:15 組(30 人) 

点字教室 7/25(木)・7/26(金)全 2 回 

定員:10 組(20 人) 

時間：10:00～12:00 

対象：市内在住の小学生の親子 

(小学生のみでも可) 

受講料：無料 

申込:往復はがき・電話、または Fax 

か直接来所  7/17(水)必着  

※応募者多数の場合は抽選 

 

 

 

 

毎月第 3火曜日のお楽しみ 

2013 ラゾーナ寄席 
第 14 回 7/16(火) 18:30～20:30 
出演：初音家左橋、古今亭菊輔、他 

第 15 回 8/20(火) 18:30～20:30 
出演：桂米多朗、神田松鯉、他 

入場料：2,000 円(全席自由) 

※終演後、演者とお客様との交流

会を行っています。(参加費 1,500 円) 

 

チャリティーコンサート 

千住真理子 
ヴァイオリンコンサート 

日時：7/6(土)14:00開演(13:00開場) 

会場：エポックなかはら 

料金：4,000 円(前売り券 3,500 円) 

※全席自由 

 

郷土の今昔を体感しよう 
＆夏休み宿題相談 

親子地名学習室  無料 

日時：7/24(水)～8/10(土)1 日 2 回 

①10:00～②14:00～ 

対象：市内在住小学 3～中学生 

各回親子 1 組 先着順 

申込：7/6(土) 9:00～受付開始 

希望日の前日 16:00 までに電話予約。 

宿題相談  無料 

日時：7/24(水)～8/10(土) 

9:30～16:00 

対象：小学生･中学生･高校生 

相談：地名や郷土の歴史に関すること 

 

タカスポ祭り東日本大震災復興イベント 

 模擬店、ゲーム、発表会、チャリ

ティーコンサートなど。子どもから

大人まで楽しめます。(一部有料です) 

日時：7/28(日) 10:00～15:00 

 

 

『孫の為のワクチン 
～ワクチンについて～』 

日時：7/2(火)13:30～14:30 

会場：ミューザ川崎シンフォニーホール 

定員：81 人 参加費：無料 

 

 

 福祉のお仕事相談会
日時：7/6(土)13:00～16:30 

会場：川崎市総合福祉センター7F 

(エポックなかはら) 

対象：川崎市内で福祉の仕事を探

している人 

参加費：無料 申込：不要 

保育：有り 要予約 

福祉のお仕事ガイダンス 

「教えて！福祉のココだけの話 
～福祉現場の実際について～」 

日時：7/6(土)9:00～12:30 

会場：エポックなかはら 

参加費：無料 要予約 

保育：有り 要予約 

 

夏休みボランティア・市民活動見本市 

「ごえん楽市・プチ」 
 ボランティアを体験したい、始

めてみたい人と、ボランティアを

募集している団体・グループの出

会いの場です。 

日時：7/15(月･祝) 13:30～16:30 

参加：無料 申込：不要 

※参加希望団体は要問合せ 

パワーアップセミナー 

【団体の情報発信(基礎編)】 

～ツールの種類と活用法～ 
日時：7/27(土) 13:30～16:00 

定員：20 人(申込先着順) 

参加費：500 円 

申込：電話・Fax・メールで 

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 Fax244-3885 

【ラゾーナ川崎プラザソル】 ℡874-8501 

【川崎いのちの電話】 ℡722-7121  

【川崎幸病院】    ℡542-7007 

 

【教育文化会館田島分館】℡333-9120 
 

【川崎市社会福祉協議会】 
川崎市福祉人材バンク ℡739-8726 

【高齢社会福祉総合センター】 
  ℡976-9001 

イベント情報  

お知らせ  

                   平成 25 年度 第 2 期スポーツ教室 受講生募集    

申込：往復はがきで 

                                         教室名・必要事項・ 

                                         性別(学年)を記入 

〒210-0011 

川崎区富士見 1-1-4 

川崎市体育館 宛 
 

※応募者多数の場合は 

抽選になります。 

 

教室名 日程 曜日 時間 対象・定員 受講料

親子フラダンス
9/6～12/20

全15回　9/20は休み
金 17:45～18:45

4歳児～小学生と保護者
20組

12,000円

わくわく親子体操
9/11～11/27

全12回
水 13:30～14:30 2歳児と保護者20組 6,500円

やさしいヨガ
8/10～12/21

全15回 各月1回休みあり
土

A13:00～14:15

B14:30～15:45
15歳以上　各40人 7,800円

ゆるやかヨガ
8/20～12/17

全18回
火

A13:00～14:15

B14:30～15:45
15歳以上　各40人 9,300円

【川崎市体育館】   ℡200-3255 

【大師河原干潟館】 ℡287-7882 
 

【国際交流センター】℡435-7000 
 

【幸図書館】     ℡541-3915 
 

【北部身体障害者福祉会館】 
  ℡811-6631 Fax811-6517 

                   平成 25 年度 第 2 期スポーツ教室 受講生募集    

                                        申込：往復はがきで 

                                          教室名・必要事項・ 

                                          性別(学年)を記入  
〒211-0052 

中原区等々力 1-3 
とどろきアリーナ 宛 

 
※応募者多数の場合は 

抽選になります。 

詳細はお問い合わせください 

 

 

【とどろきアリーナ】℡798-5000 

教室名 日程 曜日 時間 対象・定員 受講料 締切

シェイプアップ
ボクシング

8/30～12/20
11/29、12/6は休み

金 18:30～19:45
15歳以上(中学生を除く)

20人
10,900円 8/7

スポーツチャンバラ 9/11～11/27 水 16:30～17:45
6歳児～小学6年生

25人
7,500円 8/22

親子スキンシップ
体操　A・B

9/13～11/15 金
A 9:30～10:30

B10:45～11:45

2歳児と保護者
A･B各40組

5,500円 8/22

親子フィットネス 9/18～11/20 水 15:00～16:00
4～6歳児と保護者

20組
7,500円 8/28

【(公財)かわさき市民活動センター】 
  ℡430-5566 Fax430-5577 

 

【(公財)川崎市産業振興財団】 
℡548-4121 

 

【市民ミュージアム】℡754-4500 

 

【岡本太郎美術館】  ℡900-9898 

 

【柿生郷土史料館】 ℡988-0004 
 

【生涯学習プラザ】 ℡733-6626 
 

【地名資料室】    ℡812-1102 
 

【麻生市民館岡上分館】 ℡988-0268 
 

講座情報  

【高津スポーツセンター】 ℡813-6531 
 

福祉人材バンク 
QR コード 
 

日比野克彦 


