
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
第１回文化講演会          
日時：9/14（土）10:00〜12:00 

内容：「春日局と不動明王」  

講師：池上真由美氏（歴史研究家） 

定員：60 人 参加：無料 
 

第 2 回文化講演会 
日時：10/19（土）10:00〜12:00 

内容：「溝口の水騒動」 

講師：鈴木 穆 氏（郷土史家） 

定員：60 人 参加：無料 

 

青少年の家                ☎044-888-3588 

よちよち歩きの子あつまれ 
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 

◆よちよちっ子のおはなし会 

日時：9/17(火),10/1(火)10:00～ 定員：25組(先着順) 

申込：9/17 は9/3(火)から、10/1 は9/17 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：10/10(木)10:00～ 

定員：150名(先着順) 

申込：9/2(月)から電話で受け付け 
 
子ども夢パーク             ☎044-811-2001  

◆こどもゆめ横丁 日時：11/４(月･祝) 10:30～15:00 予定 

 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。お店を出したい人は説明会に来てね!! 

※出店者説明会 9/28(土) 10:00～おとな説明会・14:00～子ども説明会 

9/29(日) 10:00～子ども説明会・14:00～おとな説明会 

◆自然エネルギーで遊ぼう 日時：9/23（月･祝）10:30～14:30 予定 雨天決行  

 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。どなたでも参加できます。参加無料 
◆おさがりバザール週間 日時：9/18(水)～24(火)  事務所前 
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《申込方法》 

   対象：15 歳以上の方 

   申込み：ハガキ、来館、電話、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 満 1～3歳のお子さ

んを預かります。先着 8 人 

保育料：5 回分 3,300 円(保険料込み) 

(エコクラフト教室のみ) 

 【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 Fax733-6697 

  締切：9/10 (火) 必着 

《会場》生涯学習プラザ会議室、実習室 

大山寺 不動明王像 

2013 年度後期 かわさき市民アカデミー ≪地域協働講座≫ 

「川崎のミュージアムを 
10 倍楽しむ法」 

10/8～11/19(火)13:30~15:30 全 5 回 

「日本映画の巨匠たち― 
ひと味ちがう映画史講座 Part2」 

12/11～1/29(水)13:30～15:00 全 5 回 

「地域社会に貢献している 
川崎の会社と人々 その 7」 

10/10～12/19(木)13:30～15:00 全 10 回 

 

「MY HISTORY― 
   自分史を本にしてみよう」 
10/4～11/29(金)10:00～12:00 全 5 回 

「発達障がいの理解を深めるⅡ― 
   少年期～青年期の生活と就労」 
10/11～12/6(金)10:00～12:00 全 5 回 

「対話力アップ講座」 
10/23～12/4(水)13:00～17:00  
全 10 回（1 日に 2 コマ） 

詳細は、かわさき市民アカデミーのホームページ・募集チラシをご覧ください。 前日まで受け付けます。
問合せ・申込：NPO 法人かわさき市民アカデミー ℡044-733-5590 

受講料：5回講座  4,000円 
10回講座  8,000円 

対象：18歳以上 
会場：川崎市生涯学習プラザ 他 

聖マリアンナ医科大学東横病院 
公開講座「健康のために日頃チェックしてほしいこと」 

9/28(土)14:00～16:00 定員：80 人 参加無料 申込不要 

東横健康倶楽部「アットホームな雰囲気で健康を学ぼう！」 

10/26(土)14:00～15:30 定員：60 人 参加無料 申込不要 

問合せ：聖マリアンナ医科大学東横病院 総務課 

 ℡044-722-2121 

日本女子大学 
公開講座    

10/3(木)14:30～16:30 ゆたかな子育てを語り合おう 

～幼児の心と関わりの成長を親子で楽しもう！～ 

10/12(土)14:00～15:30 生涯発達から見た幼児期の 

育児支援～幼児グループ活動から見えてくるもの～ 

10/19(土)13:30～15:30 いのちを守る気象情報 

 ～自分だけは死なないと思っていませんか？～ 

問合せ：日本女子大学生涯学習センター(西生田) 

℡044-952-6961 

  和光大学
連続市民講座 「現代の神話・伝説」 
10/11(金)物語の再生―映画が映しだす神話・伝説 

10/18(金)神話なう：いま必要とされる神話 

―アメリカ詩人・Gary Snyderの思想 

10/25(金) 入門『サブカルチャー神話/神話的サブカルチャー』 

11/ 1(金)神話と現代－動物と人間の共生－ 

時間：18:30～20:30  

問合せ：和光大学企画広報係 大学開放センター 

    ℡044-988-1433 

 

専修大学 
公開講座「歴史を紐とく」～造られた「偶像/虚像」とその時代～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問合せ：専修大学エクステンションセンター℡044-911-1268 

明治大学 
「リバティーアカデミー」生田キャンパス講座 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ：明治大学リバティーアカデミー事務局 

    ℡03-3296-4423 

月/日(曜) 時間 タイトル
10:30～ 現代韓国社会に生きる巫女

12:00 　～その実像を求めて～

13:00～ 采女

14:30 　～幻想と実像のはざまで～
10:30～ ローザ・パークスという『偶像』

12:00 　～『公民権運動』の『母』として～
13:00～ イギリス植民地期インドにおける寡婦殉死(サティ―)

14:30 ～『野蛮』と『伝統』の狭間で～
10:30～ 皇帝アウグステ・ヴィクトリアとヴィルヘルム期ドイツ

12:00 ～『市民的』国母の誕生～
13:00～

14:30

10/12(土)

10/12(土)

10/19(土)

10/19(土)

10/26(土)

10/26(土) 斉明女帝の虚像と実像

受講料
教材費

4,200円

400円

8,400円

300円

4,200円

2,500円

4,200円

100円

4,200円

300円

4,200円

2,500円

4,200円

1,800円

4,200円

3,000円

エコクラフト
（※保育あり）

講座・教室名 日程 時間

俳句を楽しむ

たのしい書道

オカリナPartⅡ

風景写真教室

テーブルで
楽しむ茶道

初歩の切り絵

ワインを
気軽に楽しむ

10/3～10/31
毎週木曜日
全5回

10/11～11/22
各回金曜日
全5回

10/5～11/30
各回土曜日
全5回

講師名

俳人協会会員
「天為」同人
清水　安奈

謙慎書道会
常任理事

塚越　桃香　他

造形作家
清水　郁菜　他

オカリナ講師
小棚木　恵美子

写真家
村松　克芳

大日本茶道学会
湯浅　清仙

10/8～12/3
隔週火曜日
全5回

10/1～12/3
毎週火曜日
全10回

10/2～10/30
毎週水曜日
全5回

10/9～12/11
各回水曜日
全5回

10/31～11/28
毎週木曜日
全5回

切り絵作家
青木　幸夫

ワイン講師
飛永かの子

10：00～
12：00

13：30～
15：00

10：00～
11：30

13：30～
15：30

14：00～
16：00

13：30～
15：30

10：00～
12：00

14：00～
16：00

20人

20人

20人

20人

定員

20人

20人

20人

20人

回数

定員

13:00～ 2回
16:30 30人

10/5(土)～ 10:30～ これからの医療とバイオマテリアル 5回
  11/9(土) 12:00 ～医学と工学の連携～ 30人

10/5(土)～ 15:30～ 5回
11/23(土) 17:00 20人

10/5(土)～ 13:00～ 漆塗り講座「漆塗りを楽しむ」 6回
12/7(土) 15:00 ～アドバンスコース～ 20人

日程 時間 講座名

9/24(火) 幕末明治の社会2

香りを聞き楽しむ

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

天体観望会 
中秋の名月、金星、土星の観望と

中秋･秋分など暦の解説、ブラック

ライトシアター(暗闇の中でのパネ

ルシアター)をします。 

日時：9/14(土)19:00~20:30 

参加：無料 申込：不要 

※雨天、曇天時は解説とシアターのみ 

音楽交流サロン 奏(かなで) 
 みんなで一緒に楽しみましょう。 

日時：毎月第2･第 4 木曜日13:30～15:00 

9/12(木)テーマ『夕・月①』 

ゲスト：リリーハーモニカクラブ 

9/26(木)テーマ『夕・月②』 

ゲスト：カナリア・アンサンブル 

参加：無料 申込：不要 

手話入門講座 
～お試し入門編～ 

日程：10/4～11/15 毎週金曜日    

10:00～12:00 全７回 

対象：手話を初めて学ぶ方 

定員：30 人(応募者多数の場合は抽選) 

受講料：無料 

(テキスト代 1,200 円は実費) 

申込：往復はがきで 9/20(金)必着 

 

市民自主企画事業「田島寄席」 

日時：9/21(土)14:00～15:00(13:30 開場) 

定員：80 人 当日先着順 

出演：桂歌助 参加費：無料 

 

気軽に音楽を楽しめるお昼のひととき 

日時：9/7(土)  

12:10～12:40 

参観：無料 

出演： 

アンサンブル Ｋｉｒａｔｔｏ☆ 

 

 

 

かわさき幸がんフォーラム 

～シリーズ2 泌尿器がん 
早期発見治療が命を救う～ 
日時：9/14(土)10:00～12:00 

会場：ソリッドスクエア B1F ホール 

定員：230 人 

参加費：無料  

申込：不要 

 

 

 
 

第 16 回読書普及文化講演会 

『養老 孟司 講演会』 
日時：10/22(火) 

18:30～20:00 

定員：900 人  

入場：無料 

申込：往復はがきに、代表者の〒住所･

氏名･電話番号･参加人数（4人まで）

を記入。〒214-8570（住所不要）

多摩図書館内「養老孟司講演会」係

宛て。 10/1（火）必着 

 定員を超えた場合は抽選 

 

大人のための 
ウィークデイ サロン 

～ストーリーテリングを楽しむ～ 

日時：10/3(木)10:30～12:00 

会場：幸市民館 和室 

対象：大人 定員：30 人 当日先着順 

申込：不要 

10 月のおはなし会 
日時：10/30(水)14:30～15:10 

会場：幸市民館 音楽室 

対象：3 歳以上（親子で参加可） 

定員：40 人 当日先着順 

申込：不要 

 

 

敬老のつどい 
プロによるお笑い＆漫談・歌謡ショー 

日時：9/20(金)13:30～15:00 

対象：市内在住、60 歳以上の人 

定員：150 人 申込先着順 

参加費：無料 

申込：窓口又は電話 

 

常設展 

「太郎と遊ぼう－自由の実験室－」 
様々なジャンル 

で作られた多彩な 

作品から、太郎の 

自由の精神を感じ 

てください。 

日程：10/6(日)まで開催 

料金：一般 800 円、高大学生･65 歳

以上 600 円、中学生以下無料 

※本料金で、同時開催の企画展「日

比野克彦展」もご覧いただけます。 

 

 

 

手話入門講習会 

はじめての手話(昼間) 
日時：9/17(火)～10/29(火) 全 7 回 

13:30～15:30 毎週火曜日 

対象：市内在住・在勤・在学 

定員：30 人(応募者多数の場合は抽選) 

受講料：無料 

申込：電話・Fax・直接窓口にて 

締切：9/10(火) 

 

川崎の中原街道 地名散歩 
～丸子の渡しから久末村～ 
日程：10/6,13,20,11/3 日曜日 

集合時間：13:00(10/6 のみ 13:30) 

対象：市内在住・在勤・在学(大学

生以上)で 4 回参加できる方 

定員：30 人(応募多数の場合は抽選) 

参加費：1,000 円(受講料と保険料) 

申込：往復はがきで 9/9(月)消印有効  

 

 

福祉用具講座 

「暮らしがもっと楽になる選び方」 
日時：9/26(木)10:00～12:00 

対象：市内在住 

定員：20 人 申込先着順 

受講料：無料 申込：電話又は来所 

福祉用具ミニ相談会 
日時：9/26(木)10:00～16:00 

※当日直接ご来場ください。 

家庭介護教室 

「ベッド上でのおむつの使い方」 
日時：9/26(木)13:00～16:00 

対象：市内在住 

定員：20 人 申込先着順 

受講料：無料 申込：電話又は来所 

 

第 43回カルチャーセミナー 

上麻生日光台遺跡と古代麻生の姿 
～出土遺物の一部を展示します～ 

日時：9/29(日)13:30～ 申込：不要 

受講料：無料  講師：浅賀貴広 

 

親子体操教室 
日時：H25.10～H26.3 金曜日 

   10:30～11:30(月3回 全18回) 

対象：2～3 歳(H22.4/2～H23.4/2 生れ) 

  と保護者  定員：25 組 

受講料：9,000 円 

申込：9/13(金)8:30～来館のみ 先着順 

 

パソコン初級講座 
エクセル・ワード初級 

日時：9/18(水)20(金) 

25(水)27(金) 

10/2(水)4(金) 18:30～20:30 全6回 

対象：ローマ字入力、マウス操作ができる方 

定員：15 人 申込先着順 

受講料：9,000 円(別途テキスト代2,000 円) 

かわさきマイスターに学ぶ 

洋食料理教室 
日時：10/17(木) 

   10:00～13:00 

定員：24 人 抽選 

受講料：2,500 円(材料費込) 

申込締切：10/4(金) 

料理を始めたい方のための 

料理入門教室 
日時：10/5(土)19(土) 

11/2(土)16(土)30(土) 

 10:00～14:00 全 5 回 

定員：24 人 申込先着順 

受講料：5,500 円 (5回分 材料費込) 

 

 

パワーアップセミナー 

【団体の会計(基礎編)】 
～会計担当者の年間実務～ 

日時：9/7(土)13:30～16:30 

対象：ボランティア・市民活動団体、

関心のある方 

定員：20 人 申込先着順 

受講料：500 円 

申込：電話、Fax、メール 

 
市民エンパワーメント研修 

みんなでつくろうカフェコンサート 
企画・運営ボランティア講座 

日程：9/28(土)10/5(土)19(土)11/2(土) 

   10:00～12:00 

11/9(土)｢カフェコンサート｣ 

13:00～15:00  全 5 回 

定員：20 人 申込先着順 

申込締切：9/14(土) 

板で作ろう！ 
岡上リアルフェイスブック 
日時：9/21,28,10/12,19,26 土曜日 

   13:00～15:00 全 5 回 

定員：20 人 申込先着順 

参加費：無料(保険料など実費 300 円) 

申込締切：9/14(土)  

 

 

俳優大学 

～50歳から始める俳優体験～ 
日程：第 2 回 10/21(月)、22(火) 

   第 3 回 11/11(月)、12(火) 

   10:00～12:30 

会場：日本映画大学新百合ヶ丘キャンパス 

対象：50 歳以上の人 

定員：各回 15 人(予定) 

受講料：1 講座 2 日間 18,900 円 

    2 講座 4 日間 35,700 円 

申込締切：第 2 回 10/11、第 3 回 11/1 

詳細：チラシまたは、ウェブサイト 

問合せ：株式会社 映画 24 区 

    ℡03-3497-8824 

 

日本語による国際理解講座 

～スペイン・ベトナム編～ 
日時：10/26(土)、11/16(土) 

   13:00～14:30 全 2 回 

定員：30 人 申込先着順 

受講料：1,000 円(2 回分) 

申込：電話、Fax、E メール、来館 

 

 

 

写本で読む源氏物語 
日時：原則として第 1･2･4 月曜日 

   9:45～11:45 

費用：入会金 1,000 円 

   受講料 4,000 円/月 

※無料体験受講ができます。 

申込：海部(かいべ) ℡852-3928 

 

 

川崎マリエン(川崎市港湾振興会館) 

展示用無料フリースペース 
川崎マリエンでは、 

交流棟 1 階ロビース 

ペースを絵画や写真 

などの展示スぺース 

として無料で利用す 

ることができます。利用概要など詳

しくはお問い合わせください。 

 

アメリカンフットボール開催中！ 
川崎球場では、社会人と学生のアメ

リカンフットボールの秋のリーグ戦

が開催中で、日本一をかけた熱い戦い

が繰り広げられています。 

試合日程など詳細はお問い 

合わせください。 

 

 

 
ぴょんぴょん親子体操教室  

日時：10/8～12/10 

毎週火曜日 

全 10 回 

Ａ班 10:35～11:35  

Ｂ班 11:45～12:45  

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。9/18(水)必着 抽選 

 

 

補聴器とコミュニケーションの講座 
日程：10/3,10,17,24 毎週木曜日   

  13:30～15:30 全 4 回 

対象：耳の聞こえにくい方やその家族、

関係者 

定員：30 人  

受講料：無料 

申込：電話・Fax・ハガキで申し込み 

申込締切：10/2(水) 

 

 

【市民講師ステップアップ】 

朗読ことはじめ② 
日時：9/21(土)、28(土) 全 2 回 

   13:30～15:30 

対象：市内在住・在勤・在学優先 

定員：15 人 申込先着順 

受講料：1,000 円(全 2 回) 

申込：電話、Fax、ホームページ 

【市民講師】 

大山街道溝の口に生きた明治女性 
～激動の時代の女性像～ 

日時：9/18(水)10:00～12:00 

対象：市内在住・在勤・在学優先 

定員：40 人 申込先着順 

受講料：無料   

申込：電話、FAX、ホームページ 

【市民講師】 

スマートフォンを活用した 
 新しいコミュニケーション 

日時：10/5(土)13:30～15:00 

対象：市内在住・在勤・在学優先 

定員：20 人 申込先着順 

受講料：無料   

申込：9/3(火)9:00～ 

電話、FAX、ホームページ 

 

 

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 

イベント情報  

講座情報  

お知らせ  

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

【幸図書館】      ℡541-3915 
 

【川崎授産学園】   ℡954-5011 
 

【総合自治会館】   ℡733-1232 
 

【多摩図書館】     ℡935-3400 
 

【高津スポーツセンター】  ℡813-6531 
 

【高齢社会福祉総合センター】 
  ℡976-9001 

【地名資料室】    ℡812-1102 
 

【男女共同参画センターすくらむ 21】 
  ℡813-0808 Fax813-0864 

 

【(公社)川崎港振興協会】 
℡287-6009  

 

【多摩老人福祉センター】 
       ℡935-2941 

【聴覚障害者情報文化センター】 
  ℡798-8800 Fax798-8804 

【教育文化会館田島分館】℡333-9120 
 

【川崎幸病院】    ℡542-7007 

 

【柿生郷土史料館】 ℡988-0004 
 

【会館とどろき】  ℡733-3333 
 

【岡本太郎美術館】  ℡900-9898 

 

【生涯学習プラザ】 ℡733-6626 
 

【てくのかわさき】 ℡812-1090 
 

【麻生市民館岡上分館】  ℡988-0268 
 

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

 

 

岡本太郎《花ひらく》
1958 年 

若者大歓迎!! 

【日本映画大学】   ℡951-2511 

 

【国際交流センター】℡435-7000 
 

【川崎市市民スポーツ室】℡200-2257 
 


