
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲高津区片町の庚申塔 

大山街道ふるさと館         044(813)4705 

◇第 3 回 歴史探究講座  
「石造物入門 パート 3」 

大山道の石造物を訪ねて ～庚申塔を中心に～ 

石造物入門の 3回目です。大山街道には庚申塔などの 
石造物が多数あります。それらの石造物がどのように分

布し、どのような特徴を持っているか、収集した写真・
地図をもとにお話していただきます。 
日時:2/21(土)10:00～12:00 

講師:中平龍二郎氏(大山道研究家) 
定員:60 名(先着順) 申込:1/10(土)  
受付開始 当館まで(電話､Fax､窓口) 

参加費:300 円(資料代を含む) 
※冷暖房設備改修工事のため、1/5(月)～2/18(水)の
期間は休館となりますが、この間の関連事業や事務
室の取り扱いについては、お問い合わせくださるか
当館のホームページの休館案内をご覧ください 
 
 

☆キラリ文化教室  川崎市生涯学習プラザ 
新年を迎え､気分も新たに何か始めてみませんか 
会場:生涯学習プラザ、各記念館他 
対象･定員:15歳以上の方 20名 
申込:1/15(木)から受付(定員になり次第締切) 
①プラザ窓口へ直接申込 申込書は窓口にあります｡ 
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(733-6626)  ③Fax(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。 
参加費:別表の通り(全回分消費税込 8%) 
※応募が少ない場合は、中止になることがあります。 
※文学散歩は2/13(金)11:00～事前説明会あり(学習プラザ) 
 

 

 

 青少年の家               044(888)3588 

◇よちよち歩きの子あつまれ   
○よちよちっ子の親子リトミック  山本雅先生に 
よる楽しいリトミックです。ママもたくさん動くの 
で良い運動となります。  
日時:1/22(木)、10:00～11:30   

対象･定員: 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/40組(先着順) 

申込:電話で受付 

参加費:保険料等として 1組 200円 
○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
ール一杯の風船で遊べます。  
日時:2/3(火)、10:00～   
対象･定員: 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/25組(先着順) 
申込:1/8(木)から電話で受付  参加費:無料 
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  日時:1  
対象･定員:  
参加費: 
○よちよちっ子の親子リトミック    

日時:  

対象･定員:  

申込:  

参加費: 
 

 

☆中丸子
なかまるこ

神明
しんめい

大神
だいじん

のオビシャ 

中原区の神明大神では､五穀豊穣を祈る「オビシ 

ャ」と呼ばれる神事が古くから行われています。神

明大神では、的を射ることはせずに「シメヨリ」と

いわれる藁で作った「雄シメ」「雌シメ」という一対

の大きなしめ縄を作り、神社に奉納する行事となっ

ています。毎年 1月 7日に行われていましたが、近

頃では人の集まりやすい 1月 7日 

に一番近い日曜日を祭りの日とし 

ています。(中原区中丸子 492) 

日時:1 月 10 日土曜日 

 

 

 

☆子之
ね の

神社
じんじゃ

のオマト 

多摩区菅北浦の子之神社では、毎年 1月に「オマ

ト」と称して矢で的を射る歩射の行事を行っていま

す。御神体は、義経の母の常盤御前から授かった矢

の根(やじり)とも言われています。射ぬかれる的に

は、表に蛇の目が、裏には鬼の一文字が描かれてい

ます。その鬼を射抜くと、五穀豊穣と村内安全とさ

れています。子之神社の本殿は、平成 8年(1996)に

川崎市重要歴史記念物に指定されています。 

 (多摩区菅北浦 5-4-1)   

日時:1 月 9 日金曜日 
 
 
 

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 

☆日枝
ひ え

神社
じんじゃ

のビシャ 

日枝神社の的祭りは、毎年 1月 7日に「おびしゃ

祭」として行われています。おびしゃは歩射が変化

したもので、弓で的を射て五穀豊穣を祈るお祭りで

す。流鏑馬は、走る馬に乗って矢を射ますが、歩射

は歩いたり、立ったりして矢を射ます。他に正座し

て射る神事もあります。当番町会の奇数年齢の男の

子が白い衣装で烏帽子をかぶって射手の稚児を務

め、そのお父さんが介添え行います。介添えされた

稚児さんが矢をつがえ、前に 3歩、後ろへ 3歩を 3

度繰り返し、境内の表裏の鬼門に向かって矢を射ま

す。この矢を拾うと縁起がいいそうです。その後、

稚児さんと介添えさんが、社殿を 3周して境内にあ

るお稲荷さんの前で歩射を行って終りになります。 

(中原区上丸子山王町 1-1555) 

日時:1 月 7 日水曜日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※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。 

 

 

☆長尾
な が お

神社
じんじゃ

のマトー 

多摩区長尾神社では、毎年 1月 7日に「マトー」

と呼ばれる射的行事が行われています。この行事は

年頭にあたり、的を射てその年の五穀豊穣と村内安

全を祈る予祝の行事です。長尾神社は、五所権現社

と赤木社が合併してできました。この両社に的祭り

があり、この合併を機に的祭りも統合されました。

長尾神社のマトーは、射手に 7歳未満の長男が 2

人で、その父親が介添えとして選ばれます。実際 

に的を射るのは介添えです。長尾の的の射 

方は、正座して矢を射るのが特徴です。的 

の裏には、「鬼」の字が 3つ書いてあり、 

この鬼の字を矢が射ぬくとその年は豊 

作といわれます。 (多摩区長尾 3-10-1) 

  日時:1 月 11 日日曜日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          

 新しい年を迎え、色々なところでお正月の伝統行事や催しが行われています。今回は「的祭
り」を紹介します。「流鏑馬(やぶさめ)」「賭的」等ともいい、全国的に行われている神事です
が、川崎市内で現存しているのは麻生区の高石神社、多摩区の長尾神社、子之神社､宮前区の白
幡神社、それと中原区の日枝神社だけとなっています。詳しくはホームページをご覧ください。 

 

検索 かわさき市民アカデミー 新年あけましておめでとうございます 

◇クリスマスイベント みんなで歌おう♪クリ
スマスソング、あそぼうパン、サンタと綱引き 
日時:12/23(火・祝)11:00～15:00 
◇初夢♪新春イベント もちつき体験､どんど焼
き､書初め､昔遊びコーナーなど 
日時:1/11(日)11:00～15:00予定 
◇親子でもっとあそぼう会 乳幼児対象の外遊び♪ 
1/28(水) 持ち寄りすいとん作り 10:30～13:00 
2/25(水) 焼き焼き 10:30～13:30 
 
 
 
  
◇ 

日時 

講座･教室名 日程 時間 
受講料 
教材費他 

楽々歌の教室 
2/17､3/3､17 

隔週火曜日全3回 
13:30～15:00 

2,600円 
実費(楽譜代) 

メディカルハーブ 
2/12､19､26､ 
木曜日 全 3回 

10:00～12:00 
2,600円 

2000円(3回分) 

写真教室 
(夜景を取る) 

2/12､26※､3/12 
木曜日 全 3回 

14:00～16:00 
※16:00～18:00 

2,600円 
200円(3回分) 

切り絵 
(初級～中級) 

2/13､2/27､3/13 
金曜日 全 3回 

9:00～12:00 
2,600円 

(初めて 2000円､2
回目から 1200円) 

文学散歩 
～記念館を訪ねて 

2/27､3/13､27 
金曜日 全 3回 

10:00～12:00 2,600円 
入館料 450円 

フラワー 
アレンジメント 

2/20､3/6､20 
金曜日 全 3回 10:00～11:30 

2,600円 
花代 1回 2,900円 

 

☆かわさき市民アカデミー2015年度前期講座 受講生募集説明会 
初めて受講を希望される方を対象に講座・ワークショップの募集説明会を開催いたします。アカデミーの

あらましや講座内容についてお話しします。 
説明会の参加費は無料、事前の申し込みも不要です。(いずれの会場も 13:00開場です) 

月日 1月 20日(火) 1月 21日(水) 1月 27日(火) 1月 28日(水) 2月 5日(木) 

会場 
生涯学習プラザ 

3階 301会議室 

麻生市民館 

3階第 1会議室 

高津市民館 

12階第 5会議室 

中原市民館 

2階第 2会議室 

塚越中学校 

パソコン教室 

時間 13:30～15:00 13:30～15:00 13:30～15:00 13:30～15:00 13:30～15:00 

 
【問合せ】NPO法人かわさき市民アカデミー  044(733)5590  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
   

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 

子ども夢パーク              044(811)2001               
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◇おはなしおはなしパーク(絵本の読み聞かせ) 
・荒木さんの読み聞かせ 毎月第 1木曜日 

・中川さんの読み聞かせ 毎月第２火曜日 

・中野さんの読み聞かせ 毎月第３月曜日 

時間:11:00～   場所:ゆるり 

●年始年末 12/28(日)～1/4(日) 
※12/27(土)17:00閉所 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 
 

生涯学習相談 

ボランティア入門講座 
学びを活かすチャンス!! 1人ひと

りに合ったサークルや講座などの

ご相談にのっていただきます。 

日時:2/3(火)・4(水)・6(金)・10(火)・ 

13(金)14:00～16:00(全5回) 
会場: 多摩市民館 
対象･定員:関心のある方 先着 20名 
申込: 1/15(木)10:00～ 受付開始 

 

 

日本ロボットビジネス 
体系講座 2014-2015 

ロボットビジネスの企画、開発､実

証実験、商品化までの全過程を基礎

から実践、今後の展望まで、総合的

かつ体系的に学べます。 
日時:1/17(土)13:30～19:00 
   2/14(土)13:30～19:00 
   3/ 7(土)13:30～19:00 
※講座内容は各回同じですので都

合の良い日をお選びください 
会場:川崎市産業振興会館  
対象･定員:10名 
申込:詳しくはホームページ 又は電話で 
参加費:25,000円(7日前までに申し
込みの場合は 20,000円。女性 20代
は 15,000円、7日前までに申し込み
の場合は 10,000円。) 

 

 

ガラス工芸講座 
吹きガラス 初めてでも大丈夫! 
丁寧に指導します。 
日時:月～金 18:30～21:00 

土  9:30～12:30､16:45～19:45 
  日  13:30～16:30、16:45～19:45 

参加費:平日55,100円 休日63,600円 
体験(3,240円)だけでも受付しています 
トンボ玉 色とりどりのガラス棒
をバーナーで溶かしながら作品を
制作する技法 
日時:隔週 第 1・3(土)と第2・4(土) 

各コース10:30～13:00と14:00～16:30 

参加費:29,930円 

<両講座とも共通> 
会場:東京ガラス工芸研究所 
対象･定員: 高校生以上 8名 
申込: 開講 1月/4月/7月/10月(3
ヶ月)開講日の 2ヶ月前から申込開始 

 

 

 

 

 
 

SHOWAミュージック・カフェ 
「オーディション選出者によるコンサ－ト～

サックスワールド!」 

出演者:昭和音楽大学卒業生 

日時:2/21(土)14:00開演(13:30開場) 

会場:昭和音楽大学 

南校舎 5階ユリホ－ル  

対象･定員:未就学児入場不可 

申込:電話(953-9877)・HPで 

参加費:一般1,600円 学生1,000円 

2014 年度 
オペラ歌手と童謡を歌う会 
第 10回 1/15(木) 
出演:三浦克次(バス・バリトン) 
第 11回 2/26(木) 
出演:國井道子(ソプラノ)他 
第 12回 3/23(月) 
出演:柴山昌宣 (バリトン)他 
《各回共通》 
日時:14:00開演 13:30開場  
会場:昭和音楽大学 

南校舎 5階ユリホ－ル 
対象･定員:未就学児入場不可 

申込: 電話(953-2105)・HPで  
参加費:1回券 1,200円(※初回のみ 
歌集代として別途 1,000円) 
 
 
 

つくろうよコンサート2015 
～つくコン vol.12～ 
世代を超えて集まった､200人超の
吹奏楽愛好家による１日限りのコン
サート｡迫力の演奏をお届けします｡
乳幼児連れの方も入場できます。 
日時:2/8(日)14:00開演 13:20開場  
会場:川崎市教育文化会館大ホール  
対象･定員:1000人 
申込: 申込不要  
先着順 

シニアの知恵と 
経験を活かそう 
つくろうよコンサートスタッフ体験講座 

2/8に開催する吹奏楽コンサートの 

スタッフ体験講座｡受付や会場案内､ 

照明､司会等を実際に体験します。 
日時:1/23､1/30､2/6､2/13  (全金曜日) 

13:30～15:30   2/8(日)10:00～16:30 
会場:川崎市教育文化会館大ホール 
対象･定員:シニア世代 20名  
申込:受付中。電話､Fax､来館にて、先着順 
 
 
 
 

 
 
朗読ボランティア入門講習会 
初心者対象に、視覚障害者のために書

かれた文字を音声に直し、正確に伝え

る方法を学びます。丁寧な東京語を基

にした共通語の正しい発音・発声や、

アクセントなどを学ぶことができま

す。ボランティア育成も視野に入れた

内容になっています。 

日時:2/14(土)～3/14(土)毎週土曜日 

全 5回 10:00～12:00 

会場:北部身体障害者福祉会館 

対象:市内在住･在勤･在学で初心者の方 

定員:20名(応募者多数の場合は抽選)  

申込:住所､氏名､年齢､電話番号､『朗

読』と明記の上､電話･Fax･窓口にて

2/5(木)17:00まで 

 

ポジティフオルガン講座 
第 1回 
ゲスト池辺晋一郎(作曲家)、 
日時:1/27(火)13:30開始 
会場:ミューザ川崎市民交流室 
参加費: 2,500円 
第 2回 
ゲスト西村朗 (作曲家) 
日時:2/10(火)13:30開始 
会場:ラゾーナ川崎 プラザソル 
参加費: 2,500円 
第 3回 
ゲスト薄井史織 (作曲家)、福本茉

莉(オルガニスト)、 

日時:3/3(火)13:30開始 

会場:ミューザ川崎市民交流室 
参加費: 2,500円 
※1･2･3回はナビゲーター松居直美｡ 

3/7(土)オルガンの未来公演に向け､当日

演奏される作品について､オルガン音楽で

使われる奏法について語ります。詳細につ

いては、ホームペ－ジをご覧ください。 

 

チャリティー寄席 

「もうすぐ春だよ、喬太郎!」 
日時:3/1(日)13:00開演 12:00開場 

会場:エポックなかはら 

対象･定員:未就学の子どもは不可  

申込:郵便振替 No.00200-1-130682 

「川崎いのちの電話事業推進委員会」に 

代金の払込｡入金確認後チケット郵送 

参加費:前売3,500円 当日4,000円 

 

 

 

初めて学ぶひとのための 
『ハングル入門講座』 

ハングルの基礎(文字の仕組み、発
音、自己紹介、基本的な会話)を学び、
ハングルに親しむ。 
日時:1/26(月)～3/30(月) 全10回 

毎週月曜日 19:00～20:30 
会場:ふれあい館 1階会議室 
対象･定員:15歳以上 36名(先着順)  
申込:1/16(金)9:30から電話又は来館 
 
 
 
もう、だまされない  地域で高め 

よう『見守り力』フォーラム 
消費生活でのトラブル実例や消費者
心理を弁護士や心理学者等専門家か
らわかりやすく学びます。 
○南部エリア講座 
日時:2/12(木)13:30～16:00 
会場:産業振興会館  4階企画展示場  
対象・定員: 150名 (事前申込制) 
受付:1月15日(木)～2/2(月) 
○北部エリア講座 
日時:2/26(木)13:30～16:00 
会場: 産業振興会館  4階企画展示場 
対象・定員:150名  (事前申込制) 
受付:1/15(木)～2/16(月) 
○フォーラム 
日時:3/4(水)13:00～15:30 
会場:エポックなかはら ホ-ル  
対象・定員:700名   (事前申込制) 
受付:1月 15日(木)～2/23(月) 
○申込方法 ハガキ・Faxで〒100- 
8502『見守り力』フォーラム事務局 

(東京新聞広告局)係、①住所②氏名 

③電話④参加希望日を記入 

 

「第51回カルチャー・セミナー」 

「花子とアン」と横浜 
村岡花子と横浜小机にあった村岡家の姿を

大倉精神文化研究所研究部長の平井誠二氏

を講師にお迎えして、お話いただきます。 

日時:1/18(日)13:30～15:30 

会場:柿生郷土史料館 特別展示室 
 
 

小学生向け国際交流会 

外語ビジネス専門学校で学ぶ留学生
と国際交流を深めることを目的に毎
年開催される国際交流会です。 
日時:1/24(土)14:00～16:00 
会場:外語ビジネス専門学校 
対象･定員:留学生との交流に興味の
ある方(どなたでも)  50名 
申込:電話又はホームページ より 
 
 
 
 

 

企画展示「ダムに沈んだ村- 
越中桂・旧山田家住宅」 

現在はダムに沈む富山県南砺市桂
から移築された旧山田家。今回は､
桂や旧山田家で使用された貴重な
民具を紹介します。 
日時:1/4(日)～5/31(日) 

9:30～16:30(3月からは 17:00) 
会場:日本民家園 
参加費:入園料のみ  

お正月を遊ぶ 
獅子舞、お正月遊び、昔話､甘酒の配布
など､お正月を祝う様々な催しを行いま
す。(催しにより時間は異なります) 
日時:1/4(日)10:30～15:00 
会場:日本民家園 
参加費:入園料のみ  着物の方は無料 

 

てづくり市in 川崎市民プラザ 
ご好評頂きました「てづくり市」が帰っ 
てきます!開催に先駆けて､手づくり作

品でご出店していただける方を大募集 

日時:2/22(日)10:00～15:00 

会場:市民プラザ屋内広場  

対象・定員:詳細はホ-ムペ-ジで  

申込:出店者募集中 1/20(火)必着 

参加費:出店料2,000円 入場:無料 

BIG BAND NIGHT 
飲物やおいしい食事を片手に、ビッ 
クバンドが奏でるラテンジャズの 
リズムに身も心も踊りだす          
日時:3/14(土)17:30開場 18:00開演 

会場:市民プラザ 屋内広場 

対象・定員:200名 

申込:2/1(日)より受付開始､電話･Faxで 

参加費:前売り 2,000円  当日 2,500円 

 

海外の子育て 
海外で子育てをした経験のある市
民の話を通して「子育て」について
幅広く考えます。 
日時:1/22､1/29､2/12､2/19､2/26 
木曜日 全 5回 10:00～12:00 

会場:宮前市民館 
対象･定員:子育て中の方 20名 

関心のある方 10名 
申込:受付中(10:00から電話か来館
で、先着順) 

 

 
 

 

 

 

 

【多摩市民館】 
℡935-3333 Fax935-3398 

 

【株式会社プレル－ディオ】 
        ℡953-2105    

【日本民家園】   ℡922-2181 

【宮前市民館】   ℡888-3911 
 

 

点字入門講座 
～点字から､広がる世界～ 
視覚障害者の方のコミュニケーシ
ョン手段の一つの点字や視覚障害
をお持ちのお二人の方からの講演
等を実施して､視覚障害に対する理
解を深めるとともに視覚障害者に
対するボランティア活動の実践を
サポートします。 
日時:2/9～3/16の毎週月曜日 

全 6回 10:00～12:00 

会場:川崎授産学園 研修室  

対象･定員:25名 
申込:往復ハガキにて(住所､氏名<ふり
がな>､電話番号､自家用車を利用する
場合は記載) 1/31(土)必着 多数抽選 
〒215-0001、川崎市麻生区細山 1209  
川崎授産学園 点字入門講座係  
参加費:1,798円(ﾃｷｽﾄ､点字器代)  

冬の天体観望会 
観望:月(月齢 3.9)･木星･冬の星座他 

ベテルギウス超新星爆発の解説 他 

日時:1/24(土)18:30～20:00 

会場:川崎授産学園 天体観測室 他 

対象:どなたでも(小学校以下は大人同伴) 

定員:なし   申込:不要  
 
 

自然観察会 

『多摩川の野鳥観察会』 
多摩川にやってくる冬鳥を観察し
ましょう! 
日時:2/14(土)10:00～14:00雨天中止 

会場:多摩川河川敷(関戸橋周辺) 

対象・定員:小学生以上 

(小学生は保護者同伴) 30名 

申込:往復ハガキ､又は来館(来館の合

要返信用ハガキ) 1/25(日)必着 

 
 

入門手話講習会 
基本的な手話を習得し､障害者の 
方々への理解を深める講習会です。 
日時:2/5(木)～3/12(木) 

18:30～20:30 毎週木曜日 全6回 
会場:南部身体障害者福祉会館 

対象･定員:川崎市在住､在勤､在学40名 
申込:往復ハガキに住所､氏名(ふり 
がな)電話番号､「入門手話 講習会 
希望」と明記し、郵送又は､電話･Fax 
で連絡 1/23(金)必着 

 
 
 
 

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 

 

【ふれあい館】   ℡276-4800 

 
【川崎授産学園】  ℡954-5011 

4334 
 

【外語ビジネス専門学校】    
℡244-3111  

【東京ガラス工芸研究所】 
℡589-6970    

【教育文化会館】    
℡233-6361 Fax244-2347 

 

【消費者行政センター】  
℡200-3864 Fax03-3502-7227 

  
   
            

 
【ロボティック普及促進センター】 

℡047-493-2490 

【北部身体障害者福祉会館】 
℡811-6631 Fax811-6517 

 

【ミューザ川崎】   ℡520-0200 
 

 

【南部身体障害者福祉会館】 
℡244-3971 Fax244-3885 

 

【 柿生郷土史料館 】℡988-0004 

 

 

川崎市内で行われる講座・イベント情報をお寄せください。掲載希望の場合は、当財団ホームページよりお申込みいただけます。お寄せいただいた情報は、ホームページにも掲載いたします。 
 

※参加費の記載のないものは

無料 

【川崎市民プラザ】   
℡888-3131 Fax888-3138 

 

【かわさき宙(そら)と緑の科学館】 
℡922-4731  

【川崎いのちの電話】 ℡722-7121 

 


