
市民自主学級、市民自主企画事業 

（分館含み全館） 

市民の企画提案で、地域や社会

の課題をとりあげた学習会や、さ

まざまな形態での交流や集会等

の学びの場を市民と市民館職員

が協働でつくります。２６年度も

既に多くの企画提案が出され、各

館で実施に向けた準備が始まっ

ています。例えば幸市民館では、

「発見、探検、わたしのまち」、「夏

休み自由大作戦」、「幸区まちの先

生」をテーマ 

とした企画・ 

運営に携わる 

委員を募集し 

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

※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。 
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受講料

教材費

4,320円

500円

4,320円

4,680円

4,320円

300円

4,320円

毎回2,900円

4,320円

実　費

2,600円

なし

14：00～
16：00

10：00～
12：00

13：30～
15：00

13：30～
15：00

 童謡・唱歌からポップスまで、
楽しくリラックスして歌いましょ
う!!

 基本のゆかたの着付けをマ
スターするとおでかけで着崩
れも安心です。

6/11～6/25
毎週水曜日

全3回

5/15～6/12
毎週木曜日

全5回

5/16～7/11
隔週金曜日

全5回

5/20～7/15
隔週火曜日

全5回

フラワーアレンジで、お部屋を
素敵に演出してみませんか。

初夏の爽やかな風を見つけて
作品に。

20人

20人
声楽家

古渡　智江

東京衣装きもの学院
高島　厚子

講  師  名

積穂俳画協会
上田　満穂

英国IFA認定
アロマセラピスト

得田　道子

写真家
村松　克芳

ヨ―ロピアン
フラワーデザイン

鈴木　千帆

定 員

20人

20人

20人

20人フラワーアレンジメント

楽らく　歌の教室

ゆかたの着付け教室

風景写真教室

講　座　・教 室 名 日　　程 時　間

俳　　　画

アロマテラピ-

内　　　容

季節の草花、果実、風景等、
俳句を添えた絵が描けます。

不眠症・肩こり・むくみ対策と
フェイスケアに役立つ、安全な
アロマテラピーの基礎を学びま
す。

10：00～
12：00

5/13～7/8
隔週火曜日

全5回

5/14～6/18
水曜日
全5回

14：00～
16：00

(公財)川崎市生涯学習財団では、今年度も『☆キラリ文化教室』を開講いたします。 

          新しい自分に出会うために、自分磨きのために、あなたも何か始めてみませんか？ 

          スタートは今！！さあ、一歩前へ踏み出しましょう！ 

 

◆会場：生涯学習プラザ会議室他  ◆対象：15歳以上の方   ※受講料には、消費税が含まれます。 

◆申込方法：①、②、③のいずれかでお申し込みください。 

【必要事項】講座・教室名、住所、氏名（ふりがな）、電話番号 

①プラザ窓口へ直接申込 

       申込書は、窓口にあります。また、財団のホームページからもダウンロードできます。 

      ②電話申込み     044-733-6626 

③ファックス申込み  044-733-6697    

自宅からの発信に限ります。3日以内に返信しますので、届かない場合はご連絡ください。 

◆応募締切：４月２3 日(水) 必着 抽選結果、受講料払込のご案内は、４月 24日以降に郵送します。 

応募者多数の場合は抽選になります。また、応募者が少ない場合は中止になることがあります。 

《ご注意》受講を取り消す場合は教室開始前日の正午までに連絡をください。 

手数料を差し引いて受講料を返金します。（教材費は返金できない場合があります。） 

また、申込者本人以外の受講はできません。 

 

社会人学級のお知らせ（教育文化会館） 

さまざまな事情から学校で十分学習

できなかった人を対象に、中学１年生程

度の国語と数学を習う学級です。年に数

回「特別科目」（音楽など）もあります。

※国語か数学だけの受講もできます。 
 

期間: 26 年 5/14～27 年 3/11 

 毎週水・金曜日 18 時半～20 時半 

定員: 15 歳以上 30 人 

費用: 教材費実費 

申込み: 4/16（水）10 時から電話か FAX 

申込先: 教育文化会館まで 

電話 044-233-6361 

FAX 044-244-2347 【先着順】 

 

教育文化会館や各区の市民館・分館は、川崎市教育委員会所管の「公民館」に相当する社会教育施設で

す。地域の人々が、学び、気付き、つどい、つながるために、さまざまなテーマ・内容での催しや学習会

等を開催したり、会議室や学習室・大ホール・ギャラリーなどの施設提供を行ったりしています。 

 

 

施設の使用方法とお問合せ 

グル-プでの自主学習、サ

ークル活動等で施設を使う

には「ふれあいネット」への

登録が必要です。 

 予約は、施設の端末か家庭

からオンラインでできます。 

 具体的な学習内容や参加

者の募集などは企画が決ま

りしだい、順次各館から発表

されます。詳しくは、右記の

施設にお問合せください。 

 

■お問合せ先 

教育文化会館 ℡ 044-233-6361  

田島分館  ℡ 044-333-9120   

大師分館  ℡ 044-266-3550  

幸  市 民 館  ℡ 044-541-3910  

日吉分館  ℡ 044-587-1491  

中 原 市民館  ℡ 044-433-7773  

高 津 市民館  ℡ 044-814-7603  

橘  分館  ℡ 044-788-1531  

宮 前 市民館  ℡ 044-888-3911  

菅生分館  ℡ 044-977-4781  

多 摩 市民館  ℡ 044-935-3333  

麻 生 市民館  ℡ 044-951-1300  

岡上分館  ℡ 044-988-0268  

教育文化会館・各区の市民館・分館のＭＡＰ 
 

教育文化会館 

田島分館 

大師分館 

幸市民館 

日吉分館 

中原市民館 

高津市民館 橘分館 

宮前市民館 

菅生分館 

多摩市民館 

麻生市民館 

岡上分館 

● 

● 

● 

● ● 

● 
● 

● 

● 
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● 

● 

4/12(土)9:00～9:15  tvk（テレビ神奈川）デジタル 3ch「LOVE かわさき」に当財

団の取組が放映されます。特集「新しいこと始めよう!スポ-ツ & 生涯学習プラザ」 
財団からのお知らせ

せせ 

らく 

 

http://www.kpal.or.jp/
http://jp.freepik.com/free-photo/flower-arrangement_34111.htm
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JuNGzwgf1SzSUAjliU3uV7/SIG=1243v4o6o/EXP=1392431984/**http:/yaplog.jp/cv/clare-meg/img/75/odai2_p.jpg
http://free.foto.ne.jp/free/products_list.php/cPath/21_26_52


 

 

 

 

 

 

 

はじめての点字 
日時：6/6(金)～7/4(金) 毎週金曜日 

   10:00~12:00 全 5 回 

対象：川崎市在住・在勤・在学 

定員：20 人 

参加費：無料 

申込：電話･Fax･来館 5/30(金)締切 

 

中村正義生誕 90 年記念 

「伝統と改革のはざま」展  
開催期間：6/1 (日)まで 

開館日：金･土･日曜日と祝日 

時間：11:00～17:00  

入館料：一般 500 円、学生 400 円、 

小･中学生 200 円、65 歳以上 300 円 

 

よちよち歩きの子あつまれ 

よちよちっ子のおはなし会 
日時：4/8(火),5/20(火)10:00～ 

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と保護者 

定員：25 組 申込先着順 

参加費：無料 

申込：電話で(5/20 の会は 4/8 から) 

こどもエコチャレンジクラブ 
 環境について楽しく体験学習す
るクラブです。 

対象：市内在住・在学 

   小学 4 年生～中学生 

定員：32 人 

参加費：全 12 回 約 12,000 円 

申込：はがき 5/26(月)必着 

   (申込多数の場合は抽選) 

※詳細はチラシ又は電話で問い合わせ 

 

 

 

 

 

コーラス講座 

『歌って地域を奏でよう♪』 
日時：4/24,5/8,5/22,6/12(木) 

  10:00~12:00(6/12は16:00まで) 

参加費：無料 

申込：電話･Fax･来館 4/18(金)締切 

春の天体観望会 

日時：5/10(土)18:30～20:00 

参加費：無料 申込：不要 

※小学生以下は大人同伴で参加 

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 

4/10(木) テーマ『桜・輝』 

4/24(木) テーマ『花・一』 

5/ 8(木)テーマ『緑・暖』 

5/22(木)テーマ『歩・笑』 

6/12(木)テーマ『大・遊』 

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) 

 

 

手話入門講習会 
日時：5/13(火)～6/10(火) 毎火曜日 

10:00～11:30 全 5 回 

対象：川崎市在住・在勤・在学 

定員：40 人 

受講料：無料(テキスト代 300 円) 

申込：往復はがき･Fax 5/1(木)必着 

朗読(音声訳)入門講習会 
日時：6/14(土)～7/5(土) 毎土曜日 

   10:00～11:30 全 4 回 

対象：川崎市在住・在勤・在学 

定員：20 人 

受講料：無料(テキスト代 300 円) 

申込：往復はがき･Fax 6/2(月)必着 

 

 

 

 

 

ゼロから楽しむ 
アメフト観戦講座 

日時：5/10(土)24(土)10:00～12:00 

※希望者は 5/17(土)11:00～ 

川崎富士見球技場で試合観戦 

会場：教育文化会館 

対象：小学生以上 

定員：20 人 申込先着順 

参加費：無料 

申込：4/16(水)10:00～ 

電話・Fax・来館 

 

トマホークス ボディメイクヨガ 
日程：毎週日曜日 10:00～11:00 

会場：法政大学川崎総合体育棟 

(武蔵小杉、元住吉から徒歩) 

受講料：月 5,000 円、入会金 5,000 円 

※詳細はウェブサイトで検索して

ください。 

問合せ：法政トマホークス倶楽部 

    ℡733-1314 

 
 

手話奉仕員養成講座(入門課程) 
対象：川崎市在住・在勤・在学 
定員：各30人(応募者多数の場合は抽選) 
参加費：無料(テキスト代 1,200 円) 

①高津区コース 

日時：5/20(火)～9/30(火)  18 回 

  18:30～20:30(8/12･9/23 休み) 
会場：川崎市北部身体障害者福祉会館 
②川崎区コース 

日時：5/22(木)～9/25(木) 18 回 

  13:30～15:30 (8/14 休み) 
会場：川崎市南部身体障害者福祉会館 
上記各コースでの 18 回の講習の

ほかに、聴覚障害者情報文化センタ
ーにおいて土曜日午後 3 回、合同で
講習を行います。 
申込：往復はがき 4/30(水)必着  

 

川崎市認知症コールセンター 

サポートほっと 
専門家、介護経験者が電話･面談で相談に応じます 

相談電話：0570-0-40104 

（相談は無料、通話料は自己負担） 

受付：毎週月・火・木・金・(日) 

   10:00～16:00 

第 2･4 木曜日は 20:00 まで受付 

日曜日は第 1･3 日曜日のみ 

祝日、年末年始はお休み 

専門医相談日：第 4 木曜日 予約制 

※相談内容、秘密は厳守いたします 

 

 

 
 
パソコン講座 
日時：月曜日～日曜日(夜間講座あり) 

対象：初心者からステップアップ希

望者まで 

参加費：10,000 円/5,000 円 

    (税・テキスト代込) 

申込：随時受付 

※詳しくはお問い合わせください 

 

気軽に音楽を楽しめるお昼のひととき 

日時：4/10 (木) 12:10～12:40 

参観：無料 

出演：ピアノトリオ「つみき」 

フルートとピアノの演奏「涙そうそう」他 

 

ふるさと発見講座 

「やさしい川崎の歴史」 
日時：5/17(土)10:00～12:00 

第1回企画展「市民参加の作品展」 
日時：6/19(木)～23(月)10:00～17:00 

第 2 回企画展 

「ある郷土史家の見た 
ふるさと高津」 

日時：6/28(土)～7/27(日)10:00～17:00 

中学生のための郷土理解講座 

「探ろう！大山街道の歴史」 
日時：8/8(金)9:30～12:30 

※参加費は全て無料 

 

第 7 回実物のミニ歴史資料展 

『明治 6年太陽暦に変った日 
～日本初の太陽暦を公開～』 
日程：4/26(土),5/4,11,18,25(日) 

   6/7,14,21,28(土) 

時間：10:00～15:00 

観覧料：無料 申込：不要 

 

遊びはコミュニケーション 
～作ってあそぶ・親子であそぶ 
日時：4/12(土)13:30～16:00 

会場：日本女子大学生涯学習センター 

(西生田) 

対象：小学 1 年～3 年生とその保護者 

定員：20 組 申込先着順 

参加費：無料 

申込：Fax･はがき･Web 前日まで 

 

 

 

 

サイエンスクラブ 

「さかさ万華鏡をつくろう！」 
日時：4/19(土)   

対象：未就学児は保護者と参加 

定員：各回 15 人 

参加費：無料 

申込：不要 開始 30分前に整理券配布 

サイエンスクラブ 

「リングキャッチャー」 
日時：4/20(土)  

対象：未就学児は保護者と参加 

定員：各回 15 人 

参加費：無料 

申込：不要 開始 30分前に整理券配布 

※時間はお問い合わせください 

 

ようこそ 
こわいおはなしの世界へ 

(ストーリーテリング) 
日時：8/2(土) 18:30～19:30 

対象：小学生以上(保護者同伴) 

定員：40 人(大人のみの参加可) 

参加費：無料 

申込：来館･電話 申込先着順 

 

ゴールデンウィークは 

まいにちがプレーパークの日 
日程：5/3(土)～5/7(水) 

たき火ができます。工具が使えま

す。ミニイベントも計画中！ 

おさがりバザール週間 
 着られなくなった子ども服を無料

でお譲りしています。着られなくな

った春、夏ものをお持ちください。 

日程：5/21(水)～27(火) 

ドリームシンフォニー♪ 
夢パークの広場で野外コンサート 

日時：6/22(日)午後 

※詳しくはお問い合わせください 

 

 

 

カローリング体験会 
日時：5/21,6/18,7/16,9/17,11/19(水) 

   18:30～20:00 

対象：小学生以上 

定員：30 人 

参加費：1 回につき大人 200 円、 

学生 100 円 

申込：当日 

夏休み剣道体験教室 
日程：7/28(月)～8/2(土)(7/30(水)休み) 

   16:00～17:00 全 5 回 

対象：小学 1 年生～6 年生 

定員：30 人 

参加費：3,500 円(教材費込) 

申込：往復はがき 6/25(水)締切 

 

民家園こどもまつり 
日程：4/29(火･祝)～5/6(火･祝) 

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 

日時：5/4(日･祝)①10:30～②14:00～ 

こども箏体験 
時間：①11:30～②13:00～ 

対象：4 歳～小学生 

定員：各回親子 5 組 抽選 

 申込：往復はがきで 4/21(月)必着 

おと絵がたり 

日時：5/5(月･祝)①11:30～②13:30～ 

定員：各回 60 人 当日先着順 

その他、ベーゴマ大会 4/29、お茶

会 4/29,5/3,5/6、むかし遊び 5/4～6

など催しを多数開催 

民具製作体験講座 
「丸型六つ目かご」4/20(日) 

「わらぞうり」5/11(日) 

「裂き織り」6/1,8,15(日)全 3 回 

「菱四つ目かご」6/8(日) 

※詳細はホームページまたは、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 

川崎市内施設の生涯学習 ・ 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 

 【川崎授産学園】   ℡954-5011 
 

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

【聴覚障害者情報文化センター】 
  ℡798-8800 Fax798-8803 

【中村正義の美術館】℡953-4936 
 

【幸図書館】     ℡541-3915 
 

【中部身体障害者福祉会館】 
  ℡733-9675 Fax733-9676 

【大山街道ふるさと館】 ℡813-4705 
 

【子ども夢パーク】  ℡811-2001 
 

【青少年の家】     ℡888-3588 
 

【生涯学習プラザ】  ℡733-6626 
 

 
               平成 26 年度スポーツ教室 
 
 

 
 

 
 

 

 
※詳しくは、お問い合わせください。 

【高津スポーツセンター】 ℡813-6531 
 

 
明治大学 2014 年度前期 公開講座 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
会場：明治大学生田キャンパス  
※詳しくは、上記事務局までお問い合わせください。 

【明治大学リバティアカデミー事務局】℡03-3296-4423 
 

講座・教室名 日程 回数 時間 受講料 定員

幕末の思想と文化 4/15(火） 1 13:00～16:30 3,500円 30人

見てきれい、
食べておいしい緑のカーテン

4/18(金)～6/13(金) 5 15:00～16:30 10,000円 20人

木造建築を知る 5/8(木)～5/29(木) 4 15:00～16:30 8,000円 30人

発酵食品の科学と
食品の安全性を守る仕組み

5/14(水)～6/11(水) 5 10:30～12:00 10,000円 35人

登戸研究所と
日本人の〈秘密戦〉

5/17(土)～7/12(土) 5 10:30～12:00 10,000円 30人

教室名 毎週 時間 対象・定員 受講料

KID'Sテーマパークダンス 月 16：30～17：15 小学2年～6年(15人) 500円

青竹ふみ＆ストレッチ 月 10：15～11：00 15歳以上(15人) 500円

ボクササイズ 火 11：00～11：50 15歳以上(40人） 500円

氣功ストレッチ 水 11：15～12：00 15歳以上(40人） 500円

パワーヨガ 木 10：45～11：45 15歳以上(40人） 500円

太極拳 木 12：40～14：15 15歳以上(30人） 500円

全
教
室
当
日
受
付

【(公財)川崎市産業振興財団】 
℡548-4121 

 

【柿生郷土史料館】 ℡988-0004 
 

【日本民家園】    ℡922-2181 

 

【川崎市体育館】   ℡200-3255 【東芝未来科学館】 ℡549-2000 
 

【日本女子大学】   ℡952-6961 
 

【お知らせ】 
 

【教育文化会館】   ℡233-6361 
 

【市民企画事業】 
 


