
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども夢パーク              044(811)2001   

◇かわさき子どもの権利の日のつどい (こどもゆめ横丁 同時開催) 
オープニングダンスやセレモニー、子ども会議からの報告、展示コーナーやシールラリー、講演会など盛

りだくさんです。11:00～15:00までは、子どもたちの商店街「こどもゆめ横丁」も開催します。夢パークで
一日、思いっきり遊んでください。 
日時:11/3(月・祝)10:40～15:00   会場:夢パーク 参加費:無料 (参加自由 雨天決行) 
講演会「もっと自分を好きになるために」 講師 北村年子氏 

◇親子でもっとあそぼう会   
10/ 8(水) 持ち寄りカレー 持ち物:野菜、ご飯、材料費(50円程度) 
10/22(水) 草木染め            11/12(水) さつまいも堀り、収穫祭 
11/26(水) 花壇作り、冬野菜      時間:4日間とも 10:30～13:00 
      
  
  
 

 
 
 

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 

◇第 2 回歴史探究講座 (現在参加者募集中) 
「石造物入門パート 2」 

～石造物を見て歩くための基礎知識～ 

今回の石造物入門パート 2では板碑を中心に石造

物が中世から近代にどのような広がりをもったか、参

加者の方々が興味を持てるように講演していただき

ます。 

日時:10/18(土)10:00～12:00 

講師:渡辺美彦氏(郷土史研究家)  

定員:60名(先着順) 

申込:当館まで(電話、Fax、窓口) 

参加費:300円(資料代を含む) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

青少年の家                 044(888)3588 

◇よちよち歩きの子あつまれ   
○よちよちっ子のおはなし会  和室を利用したほ
のぼのとした絵本の読み聞かせ会です。終了後はホ
ールにいっぱいの風船で遊べます。日時:11/6(木) 
10:00～  定員:25組(先着順) 対象:よちよち歩きか
ら小学校入学前の幼稚園・保育園に通園していない
お子さん  申込:10/7(火)から電話で受け付け  
参加費:無料 

○みんなで焼き芋 たき火で焼いてほっくほくの 
お芋を食べよう 日時:11/7(日)10:00～ 定員:親 
子で 150名(先着順) 対象:よちよち歩きから小学 
校入学前の、幼稚園・保育園に通園していないお子 
さん  申込:10/7(火)から  参加費:無料 

 

 

 

 

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。 

新たな学びを秋の講座

で 

川崎市教育委員会では、市内の大学や専門学校と連携

して、市民の皆さんの生涯学習の場としての、公開講座

やイベントを開催しています。 

詳しくは、各学校へお問い合わせください。 

 

 聖マリアンナ医科大学 東横病院 

☆初めての陶芸体験教室 受講生募集    2014 年度 生涯学習プラザ  
初めて陶芸に取り組みたいと思っている方、陶芸に 

興味を持っている方の講座です。初心者対象の講座で 
すので、ゆっくり、じっくり進めていきます。また、 
若手陶芸家の先生が優しく、丁寧に指導いたします。 
 形をつくる(成形)→形を整える(削り)→釉薬を掛け 
る。3つの工程を 5回行って完結です。オリジナルな 
作品づくりをしませんか 
◇募集定員 手びねりコース 15名(定員を超えた場合 

は抽選結果は 10月 15日(水)までに連絡) 
◇指 導 者 陶芸家 花塚 愛 先生 
◇会  場 川崎市生涯学習プラザ 地下実習室 
◇日  時 10/28､11/4､11､12/2､9 (全火曜日) 
            10:00～12:00  全 5回 
◇対 象 18歳以上の方(市内在住・在勤者を優先) 
◇受 講 料 9,000円(粘土、焼成、釉薬などすべて含まれます) 
◇申込方法 往復ハガキに①氏名(フリガナ必須)、 

②〒住所③電話番号④「初めての陶芸教室」と記入の 
上、お申し込みください※グル-プ(2～6名)の申込可  

◇申 込 先 川崎市生涯学習財団 事業推進室「陶芸担当」宛て 
                   〒211-0064 川崎市中原区今井南町 514-1 
◇申込締切 平成 26年 10月 10日(金)必着 

◇問合わせ (公財)川崎市生涯学習財団 事業推進室 陶芸担当 電話 044-733-5893 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

洗足学園音楽大学 

     

Ｋ Ｓ Ｊ 
第 50 号 

2014（平成26）年10月1日 秋号  

日本女子大学 

 

 

回 月 日 学 習 内 容 
配布 

粘土 

1 10 28 
紐づくりでマグカップ又

はフリーカップ 

白

3kg 

2 11 4 同じ紐で食卓を彩る中鉢  

3  11 1～2回の削り・仕上げ  

  18 乾燥期間 素焼き  

  25   

4 12 2 釉薬(染付)本焼き  

5  9 作品鑑賞 作品返却  

 

学 習 予 定 

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。 随時受け付けます。 
問合せ・申込：NPO法人かわさき市民アカデミー ℡044-733-5590 

「ひと味ちがう映画講座 Part2」 
11/19、12/10(水)13:30～16:30  
映画上映と監督が語る 

12/17(水)13:30～15:00  
カンヌ映画祭、取材リポ-ト 

「認知症を恐れない! 
正しく知って安心して暮らそう 」 

10/10～12/5(金)10:30～12:00  全 5回 

 

「川崎の美術館・博物館を 
10倍楽しむ法」 

博物館・美術館を巡り、楽しみ方を伝授 
10/7～11/4(火)13:30～15:30 全 5回 

「傾聴ボランティア講座」 
実践が学べます 

10/22～12/3(水)13:00～17:00  
全 10回（1日に 2コマ） 

2014 年度後期 かわさき市民アカデミー ≪地域協働講座≫ 

受講料： 5回講座  4,110 円 
10回講座  8,220円 

対 象：18歳以上 

会 場：生涯学習プラザ 他 

平地人を戦慄せしめよ 
～日本民俗学の父・柳田国男のメ
ッセージ～ 
日時:11/22(土)13:00～15:00 
会場:日本女子大学生涯学習センター 
対象:市内在住・在勤・在学及び一般 
定員:80名(申込順) 
申込:ホームペ-ジの申込フォームより 
参加費:無料 

西生田キッズレンジャー晩秋編 

～どんぐりの世界に探検に出かけよう～ 

日時:11/29 (土)13:00～15:00 
会場:日本女子大学生涯学習センター  
対象:小学校1～3年生とその保護者 
定員:15組 30名(申込順) 
申込:ホームペ-ジの申込フォームより 
参加費:無料 

日本女子大学生涯学習センター

(西生田) ℡044-952-6961 

 

 

 

 

外語ビジネス専門学校 

東横病院公開講座 「健康のため
に日頃チェックして欲しいこと」 
日時:10/25(土)、11/22(土) 14:00～15:30  

会場:聖マリアンナ医科大学東横病院 

対象:市内在住・在勤及び一般 

定員:各回 80名 

申込:当日直接会場へ 参加費:無料 

聖マリアンナ医科大学東横病院  

℡044-722-2121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国人と英語で遊ぼう 
日時:12/6(土)14:00～16:30 
会場:外語ビジネス学校 
定員:20名(要保護者の送迎)   対象:小・中学生 
申込:10/27(月)より電話にて受付開始 
参加費:1,200円 
※おやつタイムがあるため、食物アレルギーがある場
合は、申込時にお申し出ください。 

外語ビジネス専門学校 ℡044-244-3111 
 
 
 
 
 

冬の音楽祭 FUYUON!2014   
日時:11/29(土)～12/7(日) 

会場:洗足学園前田ホール・洗足学

園音楽大学講堂 他 

対象:市内在住・在勤・在学及び一般 

申込:音楽祭パスの購入で、期間中

全 33回の演奏会すべて入場可(無

料公演もあります) 

参加費:音楽祭パス 1,000円 

洗足学園音楽大学演奏支援センター  

℡044-856-2981 
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鶴見川流域における 
神庭遺跡と蟹ヶ谷古墳 

鶴見川流域探訪シリ-ズ(1) 
矢上川流域の縄文～古墳時代 

日時:11/9(日)13:30～15:30 
会場: 柿生郷土史料館 
対象・定員:なし 
申込: 当日直接会場へ 
参加費:無料       

 

カフェコンサート 
音楽とお茶で楽しいひとときを。オ
カリナ演奏・ギターアンサンブル・
フラダンス・コ－ラス・ゴスペル 
日時:10/11(土) 13:30開演13:15開場 
会場:岡上分館 2階体育室 
対象:自由 定員:なし 
申込:直接会場へ 
参加費:無料 
 
 

成年後見制度研修 
～親族後見人向け～ 

成年後見人として職務や実務の実
際について基礎知識を身に付ける
ことを目的として開催します 
日時:11/15(土)13:30～16:30 
会場:エポックなかはら 6階 
対象:市内在住在勤。親族の後見人 
として活動中か、検討中の方 
定員:40名   
申込:申込書を郵送か Faxで 11/4(火) 
まで多数の場合抽選。申込書は区役所 
や各区社会福祉協議会で配布 
参加費：無料 
 

カローリング体験会(最終回) 
氷上で行われるカーリング競技の床バージ
ョンのスポーツです 
日時:11/19(水)18:30～20:00 
会場:川崎市体育館  
対象・定員:小学生以上 30名 
申込: 当日体育館受付で申込          
参加費:1回大人 200円 学生 100円 

 

秋のおはなし会 
秋の特別なおはなし会です。保護者の方も 
一緒に入れます 
日時:11/15(土)1回目 10:30～11:00 
2回目11:15～11:45  参加費:無料 
会場:多摩図書館 整理室 
対象:1回目2歳くらいから 2回目3歳 
くらいから 申込:不要 直接会場に 

 
 

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企画広報係 
 

 
 
天文講演会「幻の『ほうお
う座流星群』を求めて」 
東大名誉教授の中村純二氏をお招

きし、お話をしていただきます。 

日時:11/16(日)16:30～18:00  

会場:かわさき宙と緑の科学館 

対象・定員:大人向け(小学生以上か 

ら参加可能、中学生以下は保護者同 

伴) 200名 

申込:10/26(日)必着 

参加費：一般 400円､高･大･65歳以 

上 200円、中学生以下無料 

実験工房＆ 
自然ワークショップ SP 

所要時間は 10～15 分で時間内であ

れば、いつでもどなたでも参加でき

ます。 

日時:11/1(土)、3(祝・月)13:00～15:00 

     2(日)13:30～15:30 全 3回 

会場: かわさき宙と緑の科学館 

対象・定員:どなたでも。材料がな

くなり次第終了 

申込:当日受付  

参加費:無料 
 

 

みやまえ子育てフェスタ
2014 
乳幼児を持つママ・パパへの情報 
発信と交流を目的とするイベント 
です 
日時:10/25(土)  10:00～15:00 

会場:宮前市民館  
対象:なし 
申込:当日直接会場へ 

参加費:無料 

いじめ・虐待 

 ～子どもの権利～ 
社会問題となっているいじめと虐

待から子どもの権利を学びます 
日時:11/1～11/29  毎土曜日 
    10:00～12:00 
会場:宮前市民館 
対象・定員:小中高校生をもつ保護

者、関心のある人 30名 
申込:10/3(金)から電話又は来館

(先着順) 
参加費:無料 
 

 

 

 

 
 
南身館フェスティバル 
施設、障害者団体ボランティアサ－

クルの紹介、製品展示販売、模擬店、

喫茶、バザー等 
日時:11/1(土)～ 11/2(日)10:00～15:00 
会場:南部身体障害者福祉会館  
対象・定員:申込:参加費:なし 
 
 

第 25回あさお福祉まつり 

第13回麻生区社会福祉大会 
区内の福祉施設・福祉団体の活動紹
介・発表、福祉体験コーナー、自主
製品の販売、飲食模擬店 
日時:11/16(日)10:00～15:00 
会場:麻生市民館・麻生区役所広場 
対象:区民   定員:なし  
申込:当日直接会場へ 参加費:無料 
 

家庭介護力向上のための 

「すぐに役立つ・家庭介護技術」 
介護に必要な要介護者の身体の動
かし方や食事介助の方法、用具の使
い方や介護予防についての講義と
演習 
日時:11/22(土)12/20(土) 

講座は一日で終了。両日同内容 

会場:YMCA福祉専門学校 

対象・定員:介護に興味の 

ある方 20名 

申込:電話で申込書を 

請求、Faxで申込み 

参加費 :無料 
 
 

和光大学連続市民講座 
「発見!新しいアジア」 
経済的にも文化的にも急速に変化
するアジアの諸地域について新し
い切り口から取り上げます 
日時:10/16､23､30、11/6   全木曜日 

18:30～20:30 
会場:和光大学ポプリホール鶴川  
対象・定員:自由 60名(先着順) 
申込:ハガキ、Faxで「連続市民講座 
発見!新しいアジア」明記し、以
下の必要事項を記入。(氏名･フリ
ガナ、郵便番号、住所、電話番号、
参加する回数(第○回、全 4回な
ど)  

参加費:各回 500円(学生無料) 
 
 
 
 
 

・ 

 

登戸研究所と日本の<秘密戦> 
登戸研究所と中野学校に関する研究 
日時:10/11､25､11/8､22､12/6 各土曜日 
会場:明治大学生田キャンパス 
対象・定員 :自由、30名 
申込:電話、ホームページ  

参加費 :一般10,000円 、学生5,000円 

「香りを聞き楽しむ」 
種々の香りを聞いて、香りをブレン
ドして香りの調合を楽しんでもら
い、また各種香木を聞き、雅な香り
を楽しみます。 
日時:10/3､17､31､11/7､21  

各金曜日 全5回 15:00～16:30 
会場:明治大学生田キャンパス 
対象・定員:自由、30名  
申込:電話、ホームページ 
参加費:一般 10,000円､学生 5,000円 
  
 

日本舞踊(藤間流)【第二期】 
日本舞踊を基本動作から学び、美し
い所作や振る舞いを身に付けます 
日時:10/31､11/7､21､28､12/5､12/12 
金曜日 全 6回 10:00～12:00 
会場:市民プラザ  
対象:一般(18歳以上、初心者歓迎) 
定員:15名(最少開催人数 5名) 
申込: 10/15(水)受付開始来館・電話で 
参加費:7,800円 

アロマテラピー活用講座 
1講座につき 2種類の精油をテーマ

にあげ、それぞれの持つ効能効果や

活用法を実習を交えて学びます 
日時:10/23､11/6、20隔週木曜日 

全 3回 10:00～12:00 
会場:市民プラザ 
対象・定員:18歳以上 20名 
(最少開催人数 5名) 
申込:10/1(水)受付開始 
フロントまたは電話 
参加費:4,600円 
 

音楽交流サロン奏(かなで) 
誰でもふらっと立ち寄って、音楽を
聴きながら、お茶とお菓子を楽しめ
るサロンです。 
日時: 10/23(木)テーマ『夢・夕』 
   11/13(木)テーマ『友・詩』 
   11/27(木)テーマ『心・人』 
   12/11(木)テーマ『進・山』 
   12/25(木)テーマ『冬・星』 
   13:30～15:00 (13:00開場) 
会場:川崎授産学園 ロビー他 
申込:不要(団体のみ事前連絡) 
参加費:無料(菓子・飲物各 100円) 
 
 
 
 

 

市民自主学級「社会や仕事 
とつながる種のまき方」 
ワ－クライフバランスを考える、先 
輩の体験談を聞く 他 
日時:11/6､13､20､27､12/4 全5回  
    各木曜日 10:00～12:00 

会場:プラザ橘(高津市民館橘分館) 
対象･定員:関心のある女性 20名 
申込:10/16(木)9:30から電話また

は直接当館へ(先着順) 
参加費:受講料 無料、  保育保険

料等 900円(2歳以上のお子さ
んの別室保育。先着 8人)               

第 16 回 プラザ橘まつり 
サークルによる展示と発表、体験コ

ーナー、ゲームコーナー、ヨーヨー

つりなど。橘の新鮮野菜の販売や図

書館リユース本の配布も 

日時:11/7(金)13:00～16:00 

8(土)、9(日)10:00～16:00 

会場 プラザ橘(高津市民館橘分館) 

対象・定員:自由 

申込:不要  

参加費:無料(体験コ 

ーナーは材料費等実 

費負担あり) 

 

 

パワーアップセミナー 
団体のための会計(基礎編) 
日時:11/8(土)13:30～16:30 
会場:総合福祉センター 

(エポックなかはら) 
対象:川崎市内のボランティア・市民活動 

団体や関心のある方。 
定員: 先着20名  
申込:氏名、住所、電話番号、所属団体、
Fax/メール(ある方)を明記の上、電話、Fax、
メールにて 
参加費:500円 

パワーアップセミナー 
市民活動・ボランティア活動のため
の助成金セミナー 
日時:11/29(土)13:30～16:30 
会場:総合福祉センター 
(エポックなかはら) 
対象:川崎市内のボラン 
ティア・市民活動団体や 
関心のある方。 
定員: 先着20名  
申込:氏名、住所、電話番号、所属団体、
Fax/メール(ある方)を明記の上、電話、Fax、
メールにて 
参加費:500円 

 

 

 

【和光大学】 
℡988-1433 Fax988-1594 

 

【明治大学リバティアカデミー】 
 ℡03-3296-4423  

 

【南部身体障害者福祉会館】  
℡244-3971  

 

【YMCA福祉専門学校】 ℡932-2015    

 

【プラザ橘】    ℡788-1531 

【川崎市民プラザ】 ℡888-3131  
 

【かわさき宙(そら)と緑の科学館】 
  ℡922-4731   

北身館フェスティバル 
ボランティア団体による体験コーナー 

・手話、拡大写本、点字、朗読コン

サート・手話ダンス、合唱、楽器演

奏、朗読など模擬店 ・インド料理、

ラーメン販売 ・バザー、自主製作 

日時:11/8(土)10:30～14:30 

会場:北部身体障害者福祉会館 

対象:市内在住・在勤・在学 
定員:なし 申込:不要 参加費:無料  
 
 

2014年度 第 8 回オペラ歌手 

と童謡を歌う会 
出演 國井道子(ソプラノ)他 

日時:11/13(木) 14:00開演  13:30開場 

会場:昭和音楽大学南校舎5階ユリホール 

対象・定員: 未就学児入場不可 

申込:電話でお申し込みください 

参加費:1回券1,200円(初回のみ歌集代 

として別途1,000円) 

SHOWAミュージック 
・カフェ「ジャズ」 

昭和音楽大学卒業生.ピアノ、 
サックス、ドラムによる演奏 

日時:12/21(日)14:00開演13:30開場 

会場:昭和音楽大学南校舎5階ユリホール  

対象・定員:未就学児入場不可 

申込:電話でお申し込みください 
参加費:一般 1,600円､学生 1,000円

(全席自由) 

 

“くらべない・あせらない・

がんばらない”『マイペース

子育てのヒント』 
りんごの木代表 柴田愛子 講演会 

日時: 12/8(月)10:00～11:45 

会場:高津市民館 12階 大ホール 

対象・定員: 関心のある方500名｡保育 

(1歳～3歳)30名あり、申込方法は

整理券配布時にお知らせします。大

人向けの講演会ですが子どもも同伴可 

申込:11/5(水)10:00より高津市民 

館にて整理券(先着 300名)配布、当 

日席先着 200名    
参加費:無料 
 
 

川崎市内施設の生涯学習講座・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 

 

【昭和音楽大学】 
(株)プレルーディオ  ℡953-2105 

【柿生郷土史料館】℡090-4431-9778 

【高津市民館】     ℡814-7603 

 

【あんしんセンター】 ℡739-8727 
 

【川崎授産学園】  ℡954-5011 

4334 
 

【岡上分館】       ℡988-0268  

【宮前市民館】     ℡888-3911  

 

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

【川崎市体育館】   ℡200-3255 

 

【多摩図書館】     ℡935-3400 

 

【北部身体障害者福祉会館】 
℡811-6631  

  
   
            

 

【麻生区社会福祉協議会】 
℡952-5500  

 


