
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

青少年の家                 044-888-3588 
よちよち歩きの子あつまれ   参加費：無料 
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。  
・ミニ動物園 ヒツジやヤギ、コブタ、ヒヨコ、ウサギ、モルモット等と触れ合えます。 
日時：5/26(月)10:00～  定員：100 名(申込先着順)  申込：電話で受付中 

・よちよちっこのおはなし会    
日時：6/3(火)10:00～ 定員：25 組(申込先着順) 申込：5/1(木)から電話で受付中 

 

子ども夢パーク           044-811-2001   

 

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４７号 

 2014（平成 26）年 5 月１日  ＫＳＪ 

ドリームシンフォニー 
 夢パ－クの広場に特設ステ－ジを作り、青空の

もと野外コンサ―トが行われます。手作り楽器で

一緒に参加できるプログラムもあります。 

 日時: 6/22(日)午後 

夢パまつり 2014 祝 11周年 
《水あそびスペシャル》水遊び、屋台、ちびっこ

プール、ビックウォータースライダーなど。 

日時:7/21(祝・月)11時～雨天決行 
 
 
 
 

 

おさがりバザール週間 

着られなくなった子どもの服や靴を無料で譲ってい

ます。家庭にある春・夏物を持ちよりください。 

日時: 5/21(水)～27(火) 

野球大会 

あすか製菓のグラウンドを借りて、草野球。技術や

年齢に関係なく参加できます。手持ちの野球道具持

参で。 

日時: 5/17(土),6/21(土)9:00～ 夢パーク集合 

◇第２回企画展 

日時：6/28（土）〜7/27（日） 

     10:00～17:00 
内容：上田恒三氏寄贈史料から 
   「徴兵令による溝ノ口の様子」 
会場：展示室（１階） 

 

◆企画展記念講演会 

日時：7/20（日）午前 10 時～12 時 

講師：新井勝絋氏（専修大学文学部教授） 

会場：イベントホール（２階） 

定員：６０人（先着順） 

 ※参加費 300 円（資料代含む） 

申込: 6/20（金）から 電話、Fax、来館窓口 

 

※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。 

新緑が目にあざやかなこの季節に 

市民健康の森に出かけてみませんか。 
 

「市民健康の森」は、緑の保全・

緑化の推進や健康とレクリエ－

ションの場づくり等を目的に、

各区に指定され、それぞれの「健

康の森を育てる会」が地元町内

会と連携しながら管理運営を進

めています。これからウォ－キ

ング等に適した季節です。出か

けてみませんか。 

■問合せ 

①海風の森を MAZU つくる会 

☎090-8643-6718   

②幸区役所地域振興課  ☎556-6606 

③中原区市民健康の森を育てる会 

 ☎788-6579

④高津区役所地域振興課 ☎861-3144 

⑤宮前区水沢森人の会  ☎854-6406 

⑥日向山うるわし会   ☎944-1941

⑦麻生多摩美の森の会  ☎966-7233  

① 

③

さ

ん 

④ 

⑤ 

⑥ 

 

⑦ 

幸区「夢見ヶ崎公園」 
高津区 ・「たちばなふれあいの森」 
      ・「春日台公園」 

中原区「井田山」 

宮前区「水沢の森」 

多摩区「日向山の森」 

麻生区 

「麻生鳥のさえずり公園」 

川崎区「浮島町公園」(海風の森) 

4/1大山街道ふるさと館がリニュ－アルオープン！ 
 

正面玄関横ピロティ（街道

の歴史を現代的に表現） 

▲緑と灰色の
ツートンカ
ラーの大型
袖看板。 

▲通用口扉をガ
ラス化。 

▲館内の構造 

・場所の見 

取り図。 

 044-813- 47０5 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

▲大山街道ふるさと館全景 

 

① 6/18（水）13:30～16:30 

「あしたが消えるどうして原発？」 

25年前に福島第 1原発に問題 

提起したドキュメンタリー映画 

上映後に千葉茂樹監督の解説。 

 

② 6/25（水）13:30～17:00 

「私の叔父さん」 

連城三紀彦が直木賞を受賞した 

短篇小説を映画化。上映後に 

細野辰興監督が製作秘話を語る。 

③ 7/2（水）13:30～15:00 

【講演】日本映画大学学長で 

映画評論家の佐藤忠男氏が 

「青い山脈」「ひめゆりの塔」 

などの名匠・今井正監督を語る。 

 

鉄筋コンクリ－トをベ－スとするモダンなデザインの施設ですが、開館から 20 年が経過し「エントラン

ス周辺の判りにくさ」や「暗いイメ－ジ」等の声が利用者や地域からありました。そこで、大山街道の街

並みの中での視認性を高め、世代を超えて人々の心をキヤッチする現代的で明るく楽しい雰囲気をつくり

だすことで、「多くの来館者を誘う」「入りやすい・開かれたイメ－ジ」を実現すめるために、富永 讓さ

ん(法政大学教授)の設計のもとリニュ－アルされました。 

かわさき市民アカデミー地域協働講座Ｃ       申込・問合せ: かわさき市民アカデミー ℡ 044-733-5590 

ひと味ちがう映画講座(①②は、上映あり)  受講料:4,110円（全３回）  定員:先着順  

会場:川崎市生涯学習プラザ  

 

 

▲富永 讓さん 

② 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

健康づくり 
ボランティア講座 

運動普及推進員養成教室  
日程：5/29(木)6/3(火)10(火)11(水) 

   13:30～16:00 

会場：中原区役所 

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：5/29(木)6/3(火)11(水)27(金) 

13:30～16:00 

※ 6/11 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：電話・Fax  

5/15(木)8:30 から 先着順 

 

保育ボランティア養成講座 
日時：6/5(木)～7/3(木)毎週木曜日 

10:00～12:00 全 5 回 

会場：プラザ橘 1 階 第 1 学習室 

定員：20 人 申込先着順 

受講料：無料 

申込：5/15(木)9:30 から電話・来館 

 

 

すくすくルームたじま 
保育士の指導で体操や工作をしな
がら保護者同士の交流や情報交換 
日時：6 月～H27.3 月の第 3 火曜日 

   10:00～12:00 

 （8 月は休み 9 月は第 2 火曜日） 

対象：就園前の子どもと保護者 

定員：30 組 申込先着順 

参加費：無料(ただし、保険料など
実費負担あり) 

申込：5/16(金)から電話・来館 

 

アサーショントレーニング 
コミュニケーション理論と実践を
基礎から学べます。 
日時：5/31(土)6/7(土)13:30～16:00 
対象：市内在住・在勤・在学 
定員：24 人（先着順） 
受講料：2 回 3,500 円 

1 回のみの場合 2,000 円 
申込：電話・Fax・HP 
問合せ:すくらむ 21  ℡ 813-0808 
 
 

 

 
入門点字講習会 

・初めて点字を学ぶあなたに 
日時：6/3(火)～7/1(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：無料  
申込:往復はがき･来所･電話･Fax 

5/23(金)必着! 川崎区大島 1-8-6 
 
 

点字入門講座 
・はじめての点字基礎から丁寧に 

日時: 6/6(金)～7/4(金)毎週金曜日 

      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：無料  
申込:電話･Fax・来所 5/30(金)必着! 
    住所、氏名、年齢、電話  

 

かわさき幸・血管フォーラム 
シリーズ 2 
～下肢静脈瘤と最新の治療～ 
日時：5/17(土)13:30～16:00 
会場：川崎市産業振興会館 1Fホール 
定員：478人 当日先着順 
参加費：無料 

 

障害者支援講座(ボランティア養成講座) 

「知的障害への 
正しい理解について」 

日時：6/19(木)14:00～16:00 

   6/23(月)～26(木)13:00～ 

   (いずれか 1日に参加) 

   6/27(金)14:00～16:00 

定員：20人 参加費:無料 

申込：電話・Fax・来所 

   6/13 (金)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 

6/12(木)『大・遊』 

市民企画出演者：コーラス奏  

6/26(木) 『道・楽』 

市民企画出演者：マハロフラ  

7/10(木)『海・輪』 

 市民企画出演者：レントラー麻生 

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) 

 

 

 

 

日時：6 月～H27.3 月の第 3 火曜日 

国指定重要有形民俗文化財 

旧船越の舞台 
日程：5/17～6/8 土日 10:30～15:30 

会場：日本民家園 

対象：どなたでも 

申込:当日直接日本民家園へ  

参加費：入園料のみ 

問合せ: 日本民家園 

 藍染めワークショップ 
「Tシャツ染め体験」 
日時: 5/18、5/25 日曜 10:00～12:00 

対象:過去にしぼり染初級受講済で 

小学 5 年生以上各 10 人 

参加費:5,000 円(T シャツ代込) 

申込: 5/12(月)必着問合せ 

問合せ:伝統工芸館 ℡ 900-1101  

藍染め講座・「しぼり染め初級」 
日時: 6/14(土)15(日)10:00～15:00 

対象:小学 5 年生以上 20 人 

申込:6/2(月)必着 参加費: 2,000 円 

問合せ:伝統工芸館 ℡ 900-1101  

藍染め講座「藍染め初級」 
日時: 7/26(土)27(日)10:00～15:00 

対象:小学生 5 年生以上 20 人 

申込: 7/14(月)必着 参加費 2,500 円 

問合せ:伝統工芸館 ℡ 900-1101  

民家園講座「300 歳の民家～その
見方・調べ方」 
日時:6/8(日)15(日) 14:00～16:00

対象:高校生以上 30 人 

申込: 5/26(月)必着   

藍染め共に往復ハガキに住所、氏 

名(小中学生は学年も記入)電話、講 

座名、開催日記入、参加費:1,500 円
問合せ: 日本民家園 

 

 

パソコン講座 
～受講生募集～ 

日時：月曜日～日曜日（夜間講座有） 

会場:川崎市産業振興会館 

対象：初心者向けからステップアッ
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 

 

６月のおはなし会 

日時:6/25(水) 14:30～15:10 

開場 14:15 

会場:幸市民館 2 階音楽室 

定員:３歳～(大人も可) 40 人  

参加費:無料  

申込:当日、直接会場へ 

 

 

毎月第 3火曜日のお楽しみ 

ラゾーナ寄席 2014 
5 月  
日時：5/20(火)開演 18:30(18：00開場) 

出演：桂伸治、桂米多朗、桂宮治、他 

6 月 

日時：6 /17(火)開演 18:30(18：00開場) 

出演：古今亭志ん彌、初音家左橋、 

   三升家う勝、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
あり。(別途参加費 1,500 円) 

 

親子体操教室  

日時：6/25～9/24 

 毎週水曜日 

全 10 回 

(8 月中は休み) 

Ａ班 9:30～10:30、Ｂ班 10:40～11:40  

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：往復はがき 6/6(金)必着 抽選 

 

第 46回カルチャーセミナー 

天正少年遣欧使節団と世界 
日時：5/25(日)13:30～15:30 

定員：なし 参加費：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：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 

 

岡本太郎と潜在的イメージ 
  －パリの仲間たち」展 
日時：4/19(土)～7/6(日)  

9:30～17:00(入館は 16:30 まで) 

休館日:月曜日(5/5 除)4/30(水)5/7(水) 

料金：一般 900 円、高・大学生・  

65 歳以上 700 円、中学生以下無料 

企画関連イベント 記念講演会 
演題：「潜在的イメージと岡本太郎」 

講師:藤原貞朗氏（茨城大学教授） 

日時: 6/15(日)14:00～ 

会場: 岡本太郎美術館 

ガイダンスホ-ル  

定員: 70人程度 
(当日先着順・入場無料) 

 
 

短期集中講座「日本の対外戦争 
の経験に学ぶ」 

日時:6/19・6/26・7/3(毎週木曜日) 
全３回 16：30～18：00 

会場:新百合 21ビル 地下 2階 
多目的ホール 定員：300人 

受講料:聴講生 3,240円 
（会員は受講料が異なります。） 
申込:Fax・郵送・ホ－ムペ－ジ 
問合せ:ＮＰＯ法人かわさき市民ア
カデミー・中原区今井南町 514-1 

※ HPからの申込みは、振込手数料は無料 

 

 

ダ・カ－ポ 

チャリティーコンサート 
日時:7/5(土) 開場 13:00 

       開演 14:00 

会場:高津市民館(ﾉｸﾃｨ２ F12) 

・未就学のお子様はご遠慮ください 

参加費:3,500円(当日 4,000円) 

申込:直接お問い合わせください 

曲目:野に咲く花のように・宗谷岬他 

 

 

市民講座「未来生活のデザイン」 
日時：5/31(土)13:00～16:40 

(12:30開場) 

会場：慶應義塾大学日吉キャンパス

生協館 2階 藤原洋記念ホール 

定員：300人(申込先着順) 

参加費：無料 

申込：Web サイト・メール･はがき･

Faxで 5/20締切予定 
 
 
春季パソコンセミナ－ 
パソコンの基本操作を 
身につけたい! 
ゆっくりじっくり初心者コ－ス 

日時: 4/23(水)5/7(水)13(火)27(火) 

6/3(火)24(火) 

昼間: 10:00～16:00（昼休み 1 時間） 

夜間: 18:45～20:45 

会場: 川崎市生涯学習プラザ 3 階 

   パソコン研修室 

定員:10 人 

申込: 次の講師に受講科目、名前、
電話を連絡。山口利幸  

電話 Fax 044-933-5015 
参加費:27,000 円（5 日間） 

  

 

 
 

べビーカーツアー  
①市制 90 周年記念 

「近代川崎人物伝」展  

日時:6/19(木) 

②横尾忠則 肖像図鑑 

HUMAN I CONS 展 
日時: 7/8(火)7/17(木) 

会場:川崎市市民ミュ－ジアム 

対象：0 歳～未就学児とその保護者 

定員:６組 

申込:ホ－ムペ－ジ・メ－ル・Fax

で実施日の１週間前まで。 

参加希望日、保護者と子の氏名、

年齢、住所、電話・Fax を明記  

参加費：無料(別途観覧料が必要) 

連続講座「川崎に生きた人々」 
日時 : 7/5,12,19,26(毎土曜日) 

会場：市民ミュ－ジアム研修室２ 

対象：35 人  
定員：６組 

申込: 直接お問合せください  

参加費:1.500 円(4 回分) 

 

 

筋力アップ&シェイプ 
アップ体験会 

日時: 5/17(土)12: 00～13: 00 

会場:川崎市体育館  

対象:中学生以上  

定員:7 人 

申込:直接来館か電話 

参加費:大人 200 円、学生 100 円 

 

 

第129回区役所コンサート 
日時: 5/14(水)12:10～13:00 

会場: 中原区役所５階会議室 

保育: あり(要予約) 

問合せ: 中原区役所地域振興課 

              ℡744-3324 

歩こう会 
日時:５/11(日)  

集合: 7:00出発:7:30解散:10:00 頃 

集合場所: 多摩川駅改札 

問合せ:中原区役所地域振興課 

           ℡744-3323 

＊当日の問合せ : 区役所守衛室 

     (6:30 から℡744-3192) 

コース: 多摩川駅～下丸子公園～ 

     向河原駅 (約 5 ㎞) 

 ※雨天時は、18 日(日)に延期 

  

 
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 

 

【幸図書館】      ℡541-3915 
 

【川崎幸病院】    ℡542-7007 

 

【南部身体障害者福祉会館】 
  ℡244-3971 Fax244-3885 

【川崎授産学園】   ℡954-5011 
 

【ラゾーナ川崎プラザソル】  ℡874-8501 

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

【高津スポーツセンター】 ℡813-6531 
 

【柿生郷土史料館】 ℡988-0004 
 

【日本民家園】    ℡922-2181 

 

【岡本太郎美術館】 ℡900-9898 

 

【教育文化会館田島分館】 
℡333-9120 Fax333-9770 

 

【中原区保健福祉センター】 
℡ 744-3261 Fax744-3342 

 

【高津市民館橘分館】 ℡788-1531 

 
 

【川崎市体育館】 ℡ 200-3255 
 

【川崎市産業振興会館】 
℡ 548-4121 

 
  
 

【生涯学習プラザ】 ℡ 733-6626 
 

【かわさき市民アカデミー】 
℡ 733-5590 Fax722-5761 

 

【市民ミュージアム】 
℡ 754-4500 Fax754-4533 

 

【川崎いのちの電話】 
 ℡ 722-7121 Fax 722-7122 

 

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

 

【北部身体障害者福祉会館】 
  ℡811-6631 Fax811-6517 かわさき市民アカデミ－ 検索 

【中原区役所地域振興課】 
○区役所コンサ－ト ℡ 744-3324 
○歩こう会     ℡ 744-3323 

 


