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生涯学習財団管理施設からのご案内 
詳しくは、当財団又は各施設のホームページをご覧いただくか、各施設に電話でお問い合わせください 

大山街道ふるさと館         044(813)4705 

子ども大山街道探検クラブ 研究発表会 
大山街道探検クラブの子ども達一人ひとりが 1 年間

の活動の成果を模造紙やメモにまとめて発表します。 

日時：3/12(水)15:30～16:30 

◆子ども大山街道探検クラブとは 
毎月 1 回、大山街道沿 

いのさまざまな史跡を見 

学して、昔の人の工夫や 

努力したことを調べます。 

また、二ヶ領用水の掃 

除や昔の遊びも体験しま 

す。 

 

 

青少年の家                 044(888)3588 

第 18 回川崎市青少年の家フェスタ  
日時：3/16(日)10:00～15:30  雨天決行 

施設利用者の活動の展示や発表、 

地域の方々の模擬店等。毎年恒例、 

年に一度のお祭りです。 

よちよち歩きの子あつまれ 
◆パネルシアター  

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 

日時：3/27(木)10:00～ 

定員：150名(申込先着順) 

 
子ども夢パーク              044(811)2001   

おさがりバザール週間 3/19(水)～25(火) 5/21(水)～27(火) 
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。家庭にある春物をお持ちよりください。 

おはなしおはなしパーク  1 階“ゆるり”か“ログハウス”で絵本の読み聞かせをしています。 

・荒木さんの読み聞かせ 毎月第 1 木曜日 11:00～・中川さんの読み聞かせ 毎月第 2 火曜日 11:00～ 

・中野さんの読み聞かせ 毎月第 3 月曜日 11:00～ 

野球大会  
あすか製薬さんのグラウンドをお借りして草野球。技術や年齢に関係なく誰でも参加できます。 

手持ちの野球道具を持ってきてね。 

3/15(土)、4/19(土)、5/17(土)  集合：9:00 夢パーク 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
★印は保育付 満 1 歳～3 歳までのお子さんを対象に別室で保育します。 

保育児 1人につき 6,800 円(保険料 800 円含む) 各コース 5 人程度 

■ 対象年齢：18 歳以上 

■ 申込方法：往復はがき(各教室 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・名前を記入してください。 

■ 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 26 年 3 月 3 日(月)必着。応募者多数の場合は抽選とします。 

  ※定員に満たない場合は、締め切り後も受け付けます。 

■ 受講料払込等：抽選結果等と合わせて締切日以降に郵送します。 

 ※ 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。℡ 044-733-6626  Fax 044-733-6697 

 

 

いっしょにやろうよ！！  川崎市子ども会議 メンバー募集 
 川崎市子ども会議では、平成２６年度一緒に活動をしてくれる 

子ども委員を募集しています。 

活動日：月 2回 第 1・3日曜日 

活動場所：川崎市子ども夢パーク 

対象：小学 4年生～高校 3年生(同等年齢) 

   川崎市に住んでいる、または、 

川崎市の学校に通っている子ども、 

川崎市に勤務している方。 

見学 OKです。ぜひ、見に来てください！ 

川崎にもこんなに素晴らしい民俗芸能が・・・ 
土のかおり、庶民の人間愛が舞台いっぱいに開花！！ 
 
日時 3 月 9 日(日)10 時～16 時 (開場 9時 30分) 

    会場 川崎市宮前市民館大ホール (宮前区宮前平 2-20-4) 

    入場 無料 
                       川崎市民俗芸能発表会は、地域に根付いた民俗芸能を多

くの方に披露し、身近に感じてもらうため、毎年開催して

います。今年度は、川崎市民俗芸能保存協会加盟団体のう

ち 9 団体と招待団体として三浦市の菊名あめや踊り保存会

が出演いたします。 

 

                      主催：川崎市民俗芸能保存協会 

川崎市教育委員会 

問合せ：生涯学習部文化財課 

    ℡044-200-3305 

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 
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※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。 

ＫＳＪ 

     

 お昼のひとときに、気軽に楽しめるコンサートを毎月開催！ 

         

 

川崎市子ども会議とは… 

平成 14 年｢川崎市子どもの権

利に関する条例｣に基づいて設立

されました。 

子どもの意見を川崎市の施策

に活かすために、1 年間の取組み

や意見をまとめて市長さんに報

告し、定期的な学習会やエコ活動

をしています。また、子ども集会

の運営も行っています。 

教室名 日程 時間 定員 受講料

エアロビクス ★
4/7(月)～7/8(月)
全12回　5/5は除く

10:00～11:00 
35人 8,640円

ボディメイクエクササイズ★
4/7(月)～7/8(月)
全12回　5/5は除く

11:15～12:15 35人 8,640円

ピラティス★
4/11(金)～7/4(金)

全12回
13:30～14:30 30人 8,640円

ストレッチ健康体操
4/16(水)～7/2(水)

全12回
15:40～16:40 25人 8,640円

 

時間：12:10～12:40 

会場：生涯学習プラザ 

(武蔵小杉) 

 
4 月 10 日「(木) 

ピアノトリオ｢つみき｣ 

3 月 5 日「(水) 

ヴォーカル・デュオ 

｢アンサンブル・トゥッティ｣ 

昨年 9 月コンサート風景 

新教室開講！ 

http://www.kpal.or.jp/
wlmailhtml:{8FF740B7-ECA8-4E39-A4C8-3E3796D9D138}mid://00000071/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

大人のためのおはなし会 
日時：3/22(土)10:30～12:00 

会場：多摩市民館 5 階 和室 

定員： 22 人 当日先着順 

写真展 震災から 3 年、 
被災地はどうなっているか 
(宮城県南三陸町･石巻市を訪ねて) 

日程：3/20(木)～3/26(水)9:30~16:30 

会場：多摩図書館整理室(多摩区役所地下 1 階) 

 

企画展「第 17 回岡本太郎現代芸

術賞」展 関連イベント 

ギャラリートーク 
日時：3/9(日)、4/6(日)14:00～15:00 

参加費：無料(企画展観覧料が必要) 

明和電機 
ナンセンス発想法ワークショップ 

in 岡本太郎美術館 
日時：3/21(金･祝)  入替制 

第 1 部 13:00～14:30 

第 2 部 15:00～16:30 

対象：小学生以上 

定員：各回 50 人 

参加費：無料  

※別途観覧料が必要 

申込：来館、Fax、E メール 

※申込詳細はホームページで 

応募受付：3/1(土)～3/9(日) 

結果発送：3/12(水)予定 

 

招き猫の絵付けをしよう！ 
日時：3/12(水)14:00～16:00 

定員：10 人 申込先着順 

参加費：無料 材料費：1,000 円 

申込：電話又は Fax 

岡上分館ふれあいのつどい 
日時：3/30(日)10:00～14:00 

申込：不要。子どものための無料ス

ポーツ体験講座は事前申し込み

が必要 (電話、Fax) 

※地域のお祭り「岡上ふれあいまつ

り」も同日開催 

 

第10回 さくらフェスタ日吉 
日時：3/22(土)、23(日)10:00～15:00 

会場：日吉合同庁舎 

 

 

 
さいわい郷土史講座 
日時：3/1(土)、22(土) 

会場：幸市民館 2 階 第 3 会議室 

対象：中学生以上 

定員：30 人(1 回のみでも可) 

申込：2/15(土)9:30 から 

図書館カウンター、電話で 先着順 

被災地における図書館支援活動 
(東日本大震災から3年) 
写真展 

日時：3/21(金)～26(水)9:00～16:30 

会場：幸市民館 ギャラリー 

講演会 

日時：3/26(水)14:00～15:30(13:30開場) 

会場：幸市民館 大会議室 

定員：100 人 当日先着順 

昔ばなしを聴こう 
(ストーリーテリング) 

日時：3/22(土)15:00～15:45(14:45開場) 

会場：幸市民館 2 階 和室 

対象：5 歳以上 大人も可 

定員： 30 人 当日先着順 

4 月のおはなし会 

日時：4/23(水)14:30～15:10(14:15開場) 

会場：幸市民館 2 階 第 3 会議室 

対象：中学生以上 

定員：30 人(1 回のみでも可) 

 

夜桜民家園 
～古民家ライトアップ 

日時：3/29(土)、30(日)9:30～20:00 

※入園は 19:45 まで 

※小雨決行、荒天中止 

民具製作体験講座 
「丸型六つ目かご」 

日時：4/20(日)10:00～15:00 

対象：小学 4 年生以上 

定員：25 人 

参加費：1,250 円 

申込：往復はがきで 4/7(月)必着 

新緑を彩る和洋の調べ 
 箏･ピアノ･チェロによるミニコ

ンサートです。 

日時：5/4(日･祝)①10:30～②14:00～ 

こども箏体験 
時間：①11:30～②13:00～ 

対象：幼稚園～小学生 

定員：各回親子 5 組 

 申込：往復はがきで 4/21(月)必着 

 

爽快！ストレッチ教室 
日時：毎週月曜日(休館日・祝日を除く) 

13:20～14:10 

対象：15 歳以上 

定員：20 人 当日先着順 

参加費：1 回 500 円 

 

災害ボランティア養成講座 
日時：3/15(土)13:30～16:30 

開場：川崎市産業振興会館 第1会議室 

定員：30 人 

参加費：無料 

申込：電話･Fax･メールで。 

 
第 34 回 幸文化センター祭 

日時：3/8(土) 9:30～17:00 

3/9(日) 9:30～16:00  

幸市民館･日吉分館生涯学習交流集会 

さいわい学びの見本市 
日時：3/8(土)13:30～16:00(13:15開場) 

会場：幸市民館 大会議室 

 

♪おとなだけの音楽会2014♪ 
日程：3/23(日)(声楽･楽器) 

時間：13:00～(12:30 開場) 

入場料：無料 申込：不要 

会場：昭和音楽大学「ユリホール」 

この音楽会は出演者が 60 歳以上 

の音楽愛好家です。どなたでも鑑賞

できます。 

※6/21(土)、6/29(日)にも開催予定 

 

さいわい寄席 
日時：4/27(日)①10:30～②13:45～ 

   開場は各回 30 分前 

会場：幸市民館 

定員：840 人 自由席･入替制 

参加費：無料 

主催：幸 落語研究会 

問合せ：清流亭いしあたま ℡511-6901 

 

たかつホールDEコンサート 
日時：3/9(日)13：30～15：30 (13：00開場) 

会場：高津市民館 12 階ホール 

参加費：無料 

受付：市民館受付にて整理券配布中 

   先着 600 人(小学生以上対象) 

 

 

 

任意後見制度シンポジウム 
日時：3/8(土)13:00～16:30 

会場：総合福祉センター7 階会議室 

(エポックなかはら) 

対象：市内在住･在勤･在学者 

定員：120 人 当日先着順 

参加費：無料 申込：不要 

 

福祉講演会 

～住みなれた町で、自分らしく 

安心して暮らしたい～ 

「講談で学ぶ 成年後見制度」 
日時：3/21(金･祝)14:00～16:00 

(開場 13:30 ) 

定員：150 人 参加費：無料 

申込：Fax、電話、メール、来所 

   3/17(月)締切 

音楽交流サロン 奏(かなで) 
日時：毎月第2･4木曜日13：30～15：00 

3/27(木)『友・旅②』 

市民企画出演者：大道芸人ひいろ 

4/10(木) 市民企画出演者：あらら企画 

4/24(木) 市民企画出演者：かみむら泰一 

参加費：無料(飲み物･菓子の販売有) 

申込：不要(団体の場合は必要) 

 

2014 里山フォーラム in 麻生 
日時：3/8(土)10:15～15:15 

会場：麻生市民館大会議室 

参加費：無料

日時：3/15(土)13:00～(12:30 開場) 

会場：麻生市民館大ホール 

参加費：無料 

 

アリーナまつり 
乳幼児から高齢者までがスポー

ツに親しむことができる一日。東日

本大震災復興支援、東北 3 県物産販

売も開催！ 

日時：3/8(土) 

参加費：無料(トレーニング室･スポ

ーツサウナを除く) 

※平成26年度 第1期スポーツ
教室の申込み受付中！詳しくは、ア

リーナだより、ホームページをご覧

ください。 

 

 

 

蟹ヶ谷古墳群の現地見学会 
 蟹ヶ谷古墳群は 6～7 世紀頃の古墳

群で、3 基の古墳があります。そのう

ち 1 基は市内に現存する唯一の前方

後円墳であることがわかりました。 

発掘調査により明らか 

になった成果について、 

現地見学会をいたします。 

日時：3/8(土) 雨天時 3/9(日) 

第 1 回 10：00～10：40 

第 2 回 11：00～11：40 

第 3 回 13：00～13：40 

第 4 回 14：00～14：40 

場所：高津区蟹ヶ谷 97－5 

   神庭特別緑地保全地区内 

蟹ヶ谷バス停から徒歩 20 分 

参加費：無料 申込：不要 

当日の問合せ：文化財課携帯電話 

 ℡ 080-9776-8991 

 

 

弁護士労働相談 
 労働問題に関する高度な法律問

題について専門の弁護士が相談に

応じます。 

日時：3/25(火)14:00～17:00 

   (1 件 40 分以内） 

※毎月第 4 火曜日（祝日の場合は翌日） 

会場：かながわ労働センター川崎支所 

申込：予約優先ですので、事前に電

話で予約してください。 

 

ヒップホップダンス 
La Terrasse Studio 
（ラ･テラススタジオ） 

日程：毎週日曜日 

会場：生田中学校特別創作活動センター 

対象：川崎市在住･在学･在勤の方 

 

 

 

 

 

※費用は、8 レッスン分（2,000 円）

を初回までにお支払いください。 

主催：NPO 法人全国中高連 

   川崎市地域学校施設管理協会 

問合せ：生田中学校特別創作活動センター 

ラ･テラス担当 ℡911-1510 

 

市民講座 第1回菊作り教室 
日時：3/9(日)13:00~16:30 

会場：川崎市教育文化会館 

定員：36 人 

参加費：1,000 円（材料費別途実費） 

申込：電話･Fax で 

申込先：稲葉禎吉 ℡852-0270 

主催：関東川崎菊花会･川崎市観光協会 

※第 2 回 5/11(日)、第 3 回 6/15(日) 

 

たま学びのフェア 2014 
～広げよう・学びの輪～ 

日時：3/15(土)16(日)10:00～16:00 

GALLERY たまゆら 

日程：3/14(金)～19(水）17(月)休館 

時間：10:00~16:00 

会場：市民館 2 階ギャラリー 

たまたま子育てまつり 
実行委員募集 

活動日：4 月から月 1 回程度の実行

委員会(平日 18:00~20:00 予定)、

前日準備 9/20(土)、当日 9/21(日) 

 その他必要に応じて 

会場：多摩市民館 1F  

対象：高校生以上の方 

決定方法：選考 

申込：来館、電話 3/31(月)締切 

 

 

平成25年度地球市民講座 

世界54か国自転車冒険の旅 
感動の風景と世界の笑顔に
出会った 
講師：冒険家 下川靖夫 氏 

日時：3/15(土)13:30～15:00 

会場：ホール 

参加費：無料 

同時開催 下川靖夫 写真展  
日程：3/8(土)～16(日) 

会場：展示ロビー 

 

生涯学習交流集会 
2F ロビーでの展示 

日時：3/14(金)～16(日)10:00～16:00 

報告会 

日時：3/15(土)9:30～12:00 

カフェみやまえ 

日時：3/14(金)14:00~16:00 

3/15(土)9:30~16:00 

3/16(日)10:00~15:00 

 

 

川崎市内施設の生涯学習・イベント情報  
詳しくは、当財団又は各施設のホームページをご覧いただくか、各施設に電話でお問い合わせください 

 

川崎市内の施設で行われる情報をお寄せください。いただいた情報は、当財団ホームページ『かわさきの生涯学習情報』にも掲載いたします。 ☎ 044-733-5560 (公財)川崎市生涯学習財団 

【幸図書館】      ℡541-3915 
 

【多摩図書館】     ℡935-3400 
 

【高津スポーツセンター】 ℡813-6531 
 

【多摩市民館】     ℡935-3333 
 

【岡本太郎美術館】  ℡900-9898 

 

【川崎授産学園】   ℡954-5011 
 

【日本民家園】    ℡922-2181 

 

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

 

【麻生市民館岡上分館】  ℡988-0268 
 

【国際交流センター】 
℡435-7000 Fax435-7010 

 

【川崎市社会福祉協議会】 
川崎市あんしんセンター℡739-8727 

【川崎市教育委員会文化財課】 
  ℡200-3306  

 

【麻生市民館】     ℡951-1300 
 

【幸市民館日吉分館】 ℡587-1491 
 

【幸市民館】      ℡541-3910 
 

【宮前市民館】     ℡888-3911 
 

【とどろきアリーナ】  ℡798-5000 
 

【昭和音楽大学】    ℡953-9877 
 

【神奈川県かながわ労働センター川崎支所】 
℡833-3141 

 

【高津市民館】     ℡814-7603 
 

【市民企画事業】 
 

【市民企画事業】 
 

Class 定員 費用 時間
初心者 1レッスン ①9:30～10:20

(キッズ･アダルト) 250円 ②10:20～11:10
中級者 1レッスン ①11:20～12:10

(キッズ･アダルト) 250円 ②12:10～13:00
上級者 1レッスン ①13:10～14:00

(キッズ･アダルト) 250円 ②14:00～14:50

30人

20人

20人

【市民企画事業】 
 


