
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

☆平成 27年度 健康・体力づくりスポ-ツ教室 第 1期 

子ども夢パーク              044(811)2001               
◇KUJIROCK～Spring～Vol.30 
 スタジオ利用者の音楽ライブ。子どもたちが準備 

や運営を行います。ぜひ、聞きに来てください♪ 

日時:3/28(土)   

詳細はお問い合わせください。 
 
 

 
 
 
 
 

大山街道ふるさと館         044(813)4705 
◇第 1 回 ふるさと町歩き講座  
町歩きをしながら地域が発展してきた歴史を学びま

す。(溝口から久地を巡ります。) 
日時:4 /17(金)13:00～15:00 
講師:佐藤忠氏(高津シルバーガイドの会代表) 
定員:30 名(先着順)  
申込:3/10(火)から (電話､窓口､Fax 814-0250) 
費用:200 円 

◇第 1 回 ふるさと発見講座 
高津のアーカイブを探る 

(昭和を中心に) 
日時:5 /16(土)10:00～12:00 
会場:ふるさと館イベントホール 
講師:未定 
定員:60 名(先着順)  
申込:4/10(金)から (電話､窓口､Fax 814-0250) 
費用:300 円 
 
 

青少年の家               044(888)3588 

◇第 19 回 川崎市青少年の家フェスタ  
施設を利用されている方々の日頃の成果の展示

発表､地域の方々による模擬店等の出店で毎年大変

盛り上がるお祭りです。 

日時:3/15(日)10:00～15:30  

対象･定員:どなたでも 

申込:直接会場へ 

費用: 無料 

◇よちよち歩きの子あつまれ   
○パネルシアター  二人組「ハッピーメロディー」

による楽しいパネルシアターです。 

日時:3/26(木)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    親子で150名(先着順) 

申込:電話で受付    費用:無料  

 

 

 

※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。 

 

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 

◇親子でもっと遊ぼう会  
乳幼児対象の外遊び♪ 
日時:3 /11(水)10:30～13:00  春苗、種まき 

◇その他 
 毎月第 2・第４月曜日と水曜日は畑の日です。 

夢パークの畑や花壇の手入れを行っています。 

 

 
 
 
 

教室名(定員) 開催期間 曜日･(回数)･時間 受講料(税込･保険料含む) 

ストレッチ健康体操教室(25名) 
4/15(水)～7/8(水) 
(4/29､5/6､6/3は休み) 

水曜日(全 10回) 
15:15～16:15 

7,200円 

ピラティス教室(25組) 
☆保育付(別途保育料 6,800円) 

4/15(水)～7/15(水) 
(4/29､5/6は休み) 

水曜日(12回) 
9:45～10:45 

8,640円 

親子リトミックＡ教室(35組) 
(1歳半～未就園児と保護者) 

4/24(金)～6/26(金) 
金曜日(10回) 
9:45～10:30 

保護者 1人子ども 1人  8,220円 
保護者 1人子ども 2人 10,300円 

親子リトミックＢ教室(25組) 
(生後 6ヶ月～1歳半位と保護者) 

4/24(金)～6/26(金) 
金曜日(10回) 
11:30～12:15 

保護者 1人子ども 1人  8,220円 

ママの!ピラティス教室(20組) 5/13(水)～7/8(水) 
隔週水曜日(全 5回) 
11:00～11:45 

保護者 1人子ども 1人  4,110円 

■ 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電話番号・ファックス番号⑥保育付き講座希望の方は保育の有無。 

直接申込の場合は、申込必要事項を記入した用紙と官製ハガキ 1枚(宛名面に申込者の郵便番号･住所･氏

名を明記)をクリップでとめてご来館の上スポーツ教室担当にお渡しください。 

※親子リトミック教室､ママの!ピラティス教室希望の方はお子さんの名前･生年月日･年齢･性別もご記入ください。 

※返信用はがきには申込者の住所･名前(様もご記入ください)を明記してください。 

■ 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 27年 3月 23日(月)､・親子リトミック教室Ａ/Ｂ 平成 27年 4月 3日(金)､ママの!ピラ

ティス教室 平成 27年 4月 17日(金)それぞれ必着。 応募者多数の場合は抽選とします。 

■ 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。 

傷害保険に加入しますが妊娠に関わる事由には適用されません。受講途中で妊娠がわかった 

場合は受講を中止していただきます。また、申込された本人以外の受講はできません。 

詳しくはスポーツ教室担当まで。  ℡044-733-5894 Fax044-733-6697 
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☆♯ランチタイムロビーコンサート♭ 
ランチタイムに気軽に楽しめるコンサ－トを毎月開催 
しています。楽しい午後のひと時を過ごしてみませんか。 

次回は、①②の予定です。お待ちしています。 
時間:12:00～12:40 会場:生涯学習プラザ 

 

 

生涯学習プラザからのお知らせ  
 

①３月２６日(木) 

アンサンブル・トゥッティ 

 

 

②４月１６日(木) 

 

くちぶえ奏者 
「りょうすけ」 

 

川崎市子ども会議は、平成 14年に「川崎市子どもの権利に関する条例」に基づき設立され、自分たちで

テ－マを決めて話し合い、活動を進めています。 

例えば、世界の子どもたちのワクチン接種の応援をするために、ペットボトルキャップをどのように集

めるのかを考えたり、たばこの分煙スペ－ス等川崎市をよりよいまちにするにはどうしたらよいか考えた

りします。このような活動は、すべて子どもの権利に関わってくることです。また、3月には、一年間の

活動をまとめ、市長に報告・提言をします。 

各 区 の 子 ど も 会 議 と の 交 流 た ば こ の 分 煙 学 習 

 

ペ ッ ト ボ ト ル キ ャッ プ 

 

11月「かわさき子どもの権利の日のつど
い」1月「かわさき子ども集会」で行政区
子ども会議と交流し、活動報告をしていま
す。 

今年度は、たばこを吸う
人も吸わない人も心地よ
いまちをテーマに「分煙」
について調査・研究し意見
交換しました。夏休みに市
内の喫煙所を見学しました。 

川崎市子ども

夢パーク周辺の
お店にご協力を
いただき、ペット
ボトルの回収を
行っています。 

計画やお店との交渉、回収
箱の設置等は、子どもたち自
らの手で進めています。 

市 長 へ の 報 告 会 

 

1年間の活動を報告
するとともに、市長へ
川崎をよりよいまちに
するための提言をしま
す。2015.3.27開催予定 

いっしょに楽しもうよ!「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２７年度一緒に活動を進めてくれる 

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）10時～ 

・活動場所：川崎市子ども夢パーク(南武線津田山駅下車徒歩７分) 

・対   象：小学４年～高校３年まで（同等年齢） 

  川崎市内に住んでいる・学校へ通っている子ども、勤務している方。 

・募集方法:自分や保護者の名前と住所を下記の問合せ先の電話番号か 

手紙・FAXのいずれかの方法で応募してください。 

 
■問合せ : 川崎市教育委員会生涯学習推進課 〒210-0004 川崎市川崎区宮本町６番地  

℡ 044-200-3565 FAX 044-200-3756 

※詳しくは川崎市教育委員会ホームページの『川崎の「子ども会議」ガイドブック』を参考下さい。 

 

川崎市子ども会議 「みんなの声を聞いて川崎を知ろう! 自分も声を出して川崎をかえよう!」 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議は、
いつでも
見学でき
ます。 

 

 

 

http://www.kpal.or.jp/
http://3.bp.blogspot.com/-wt5HHOtdLGQ/VD3SMK_6FZI/AAAAAAAAoPs/nlDG4WxLbdU/s800/kuchibue_boy.png


 

  

 

 

 

 

 
 

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:3/7(土)13:30～19:00 
会場:川崎市産業振興会館  
対象･定員:5名 
申込:詳しくはホームページ 又は電話で 
費用: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: 週１回  月～金 18:30～21:00 

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

費用: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
ーナーの炎で溶かしながら作品を制作
する技法。カラフルなトンボ玉は､小物
やアクセサリーのパーツになります。 
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 

費用:29,930円(税込) 

<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 

            
 
 

ジュニア･シニア 

合同ゴルフレッスン 
日時:3/31(火)8:00～13:00 

会場:川崎リバーサイドパークゴルフ場 

対象･定員:10歳以上 

の小学生､中･高生及 

び 50歳以上の女性､ 

70歳以上の男性ゴル 

フ愛好者(計 40名) 

申込:ゴルフ場フロントにて3/20(金)まで 

費用:保険費用として当日 300円 

 

 

 

 

 
 

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､前方後円墳を含む 3 基の古
墳があります｡発掘調査の成果につ
いて、現地見学会を行います。 
日時:3/7(土) 雨天時 3/8(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 

会場:蟹ヶ谷古墳群(高津区蟹ヶ谷97-5)  
対象･定員:各回とも自由参加  
 

アリーナまつり 
ヨガ､太極拳など､各種スポーツ 

を体験してみませんか。東日本大震 
災復興支援も兼ねて東北３県と川 
崎の物産販売も行います。フリーマ 
ーケットも開催します。 
日時:3/14(土)9:00～16:30 
会場:川崎市とどろきアリーナ  
対象･定員:どなたでも 

申込:当日直接(一部事前申込制) 

 

第５２回カルチャーセミナー『シンポジ 

ウム小島一也氏を偲んで』 
 小島一也氏の業績や人となりを､ 

共に歩まれた方々より､お話を頂き 

ながら氏の在りし日の姿を偲びます｡ 
日時:3/15(日)13:30～ 

会場:柿生郷土史料館(柿生中内)  

対象・定員:なし  申込:不要  

 

毎月第 3火曜日のお楽しみ 

ラゾーナ寄席 2015 
3月 出演:桂竹丸､桂米多朗､笑福亭
和光､桂竹わ。 
日時:3/17(火)開場 18:00開演 18:30 
4月 出演:橘家文左衛門､初音家左 
橋､林家ぼたん､春風亭ぽん吉。 
日時:4/21(火)開場 18:00 
開演 18:30 
<両日共通> 
会場:ラゾーナ川崎プラザソル 
対象･定員:どなたでも 
申込:チケット取扱い(販売は各2ヶ 
月前の開催日)店頭販売:ラゾーナ 
川崎プラザソル(10:00～20:00) 
費用:2,000円(前売･当日共)全席自由 
終演後､演者とお客様との交流会あり。 
(別途1,500円) 

 
 
 
 

 
 

『歌って地域を奏でよう♪』 
コーラス講座 全 4回 

 本格的なボイストレーニングや

合唱指導を受けられます。お子様連

れ､初心者も歓迎。障害者との交流､

ボランティアの育成あり。 

日時:4/23､5/14､28 (木)10:00～12:00 
6/25(木)10:00～15:00 午後 発表会  
会場:川崎授産学園  

対象･定員:30名 

申込:電話､Fax等 

4/21(火)まで(氏名､住所､電話番号明記) 

音楽交流サロン奏『春･花･緑』 
 観客参加型のサロンです｡お茶や 

お菓子もあります｡合唱･コンサー 

ト･市民企画(ジャズサックス)など。 

日時:4/23(木)13:30～15:00開場13:00 

会場:川崎授産学園 

対象･定員:どなたでも 

申込:当日直接 団体のみ事前連絡 

春の天体観望会 

木星･金星･春の星座を観測室や､様々

な望遠鏡から眺められます｡望遠鏡越し

に｢月｣を携帯撮影しませんか。 

日時:4/25(土)19:00～20:30 

会場:川崎授産学園 天体観測室 他 

対象･定員:自由､小学生以下は大人同伴 

申込:不要(団体のみ事前連絡) 

 

 

平成 26年度 

助成金の公開事業報告会 
助成金を受け、事業を展開した成

果を公開する報告会です。 

日時:4/12(日)10:00～ 

会場:かわさき市民活動センター 

対象・定員: 助成金を受けた団体及び

市民活動に興味のある市民 

申込:不要 

平成27年度  助成金申請に係る 
公開プレゼンテーション 

助成金の申請事業を公開するも

ので、このプレゼンテーションを基

に第２次審査を行います。 

日時:4/18(土)､19(日)両日とも10:00～ 

会場:かわさき市民活動センター 

対象・定員: 助成金の申請を出した団

体及び市民活動に興味のある市民 

申込:不要 

 

 

MUZA Jazz Night!! Vol.9 

三人のジャズピアニストに 
よる情熱のセッション 

出演は､佐山雅弘､小島良喜｡スペ

シャルゲストは､ジョヴァンニ･ミラ

バッシ(全てピアノ)｡個性がぶつか

り合う､刺激的なひととき。ジャズの

面白さをじっくりとご堪能ください。 

日時:3/18(水) 開演20:00 開場19:00 

費用:全席指定 3,500円  

モーツァルト･マチネ  第２０回 
  出演は､ジョナサン･ノット(指揮)、

東京交響楽団(管弦楽)｡曲目は､シュ

ニトケ<ハイドン風モーツァルト>､ハ

イドン<交響曲 86番>､モーツァルト<

交響曲 31番「パリ」> 

日時:3/22(日)  開演11:00 開場10:30 

費用:全席指定 3,500円  

学生券(25歳以下･全席指定)1,500円 

第4回 音楽大学フェスティバル 
･オーケストラ 

 出演はユベール･スダーン(指揮)､
音楽大学フェスティバル･オーケス
トラ(9つの音楽大学による合同オ
ーケストラ)です。 
日時:3/28(土) 

開演 15:00 
ロビー 開場 14:00 
費用:S席 2,000円  

A席 1,500円 
<各回共通> 
会場:ミューザ川崎シンフォニーホール  
対象･定員:未就学のお子様の入場は

ご遠慮ください｡託児サービスあり｡ 

要予約。 

  

申込:不要 

だれでも簡単にホームページが作れる! 

『ICT治具』で始める 
ホームページ作成教室 

 ホームページが作れる「ICT治具」

を使って､楽しみながらホームページ

をつくる教室です｡ 

日時:3/15､22(日)10:00～12:00 

会場:障がい者就労支援事業所 

ダンウェイ株式会社 

対象･定員:10名 

申込:電話･Faxにて 

(先着順)  

費用:8,000円 

(税別･テキスト代含む) 
 
 
 
 

 

夜の民家園－古民家と 

桜のライトアップ 
開園時間を延長し、一部エリアを

ライトアップ。古民家と桜が幻想的
に闇夜に浮かびます。28 日:初山の
獅子舞､29 日:遠野の語り｡夜なべ仕
事実演､提灯貸出なども行います。 
日時:3/28(土)､29(日) 17:00点灯 
会場:日本民家園 
対象･定員:なし   
申込:不要 
費用:入園料のみ 

伝え続けたいもの 
～岩手の郷土芸能～ 

 岩手に伝わる「大森御神楽」「中
野七頭舞」を披露。東日本大震災復
興支援物産展も同時開催 
日時:3/8(日)  11:30 大森御神楽 

13:30 中野七頭舞 
会場:日本民家園 
費用:入園料のみ 
 

 

初心者から中級者までの 
パソコン講座 

初心者向けのパソコン講座やス
マートフォン(LINEの使い方)講座､
ステップアップ向けに仕事で活用
するための Excel､Word講座を開催
中です。 

日時:コースによります  

会場:川崎市産業振興会館 

対象・定員:初心者向けからステップ 

アップ希望者まで 

申込:随時(詳しくはお 

問い合わせください) 

費用:10,000円/5,000円 

(税･テキスト代) 

 

 

太極拳 
初心者の方でも気軽に始められ､ 

健康維持･体力向上を目指します。

24式などを行っています｡ 

日時:毎週木曜日(祝日を除く) 

12:40～14:15 

会場:高津スポーツセンター 小体育室 

対象・定員:15歳以上 30名 

申込:当日受付(先着順) 

費用:1回 500円 
 

【日本民家園】   ℡922-2181 

山元 

親子でリトミック 
親子で楽しく体を動かしましょ

う｡講師は､親子リトミック教師･フ

ルート奏者の山本雅先生です。 

日時:3/4(水)10:00～11:15 

会場:宮前市民館大会議室 

対象･定員:1歳半から 3歳のお子さん 

とその保護者 25組 

申込:受付中 電話又は来館(先着順)  

親子で楽しむ人形劇 
人形劇団ひとみ座による人形劇です｡演

目は､「カラスとおともだち」､「トラのこ

ウーちゃん」 

日時:3/4(水)14:00～14:50 

会場:宮前市民館大会議室 

対象･定員:宮前区在住の親子 100名 

申込:受付中 電話又は来館 

(先着順)で入場整理券を配布 
 
 

たまりばフェスティバル 

～ハッピーえんドレス!？～ 
フリースペースに通う子ども･若 

者たちが中心となって企画､開催す

る手作りのイベント｡民族楽器の演

奏､オリジナル演劇､ダンス､コ－ラ

ス､映像作品､バンド演奏など。 

日時:3/7(土)14:00～17:30  

会場:川崎市男女共同参画センター 

すくらむ 21 

対象･定員:500名 

申込:詳しくは 

お問い合わせ下さい  

費用:チケット代  

子ども100円､中学生500円 

大人1,300円 

武居光さんとその仲間と語る! 

「発達障害」の山をおりる 
～診断後の生き方について､ 

わたしたちの課題～ 

「診断は山の頂上に似ています。まわり 

から独立して際立っていますが､長居す 

る場所ではありません。ゆっくり降りま 

しょう。さてどうやって？」(武居さん) 

日時:3/14(土)10:30～12:30  

会場:川崎市子ども夢パーク多目的室 

対象･定員:40名 

申込:Faxにて､定員になり次第締切 
 
 
 
 
 

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 

 

【川崎授産学園】   
℡954-5011 Fax954-6463 

 

【東京ガラス工芸研究所】 
℡589-6970    

【ロボティック普及促進センター】 
℡047-493-2490 

【 NPO法人フリースぺースたまりば 】 
℡833-7562 Fax833-7534 

 

 

【ミューザ川崎シンフォニーホール 】   
℡520-0200 

 

 

【 柿生郷土史料館 】 ℡070-1503-6401 

 

 

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。 
 

※費用の記載のないものは無料 

【公益財団法人河川財団､ 
川崎リバーサイドパークゴルフ場】  

℡555-4311 

 

【(公財)かわさき市民活動センター】 
  ℡430-5566  

【宮前市民館】   ℡888-3911 
 

【川崎市教育委員会文化財課】 
  ℡200-0403 

 

【(公財)川崎市産業振興財団】 
℡548-4121 

 

【高津スポーツセンター】 
℡813-6531 

 

【ラゾーナ川崎プラザソル】 
℡874-8501 

【ダンウェイ株式会社】 
℡＆Fax 798-8637 

 

【とどろきアリーナ】 ℡798-5000 
 


