
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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 講座・教室名 日程 会場 回数 講師 受講料/教材費 

1 
メディカル 

ハーブ 
6/16･23･30､7/7､14 
火曜日 10:00～12:00 

201 
202 

5 
薬剤師･ハーバルセラピ
スト      吉元洋子 

4,320円/3,500円 

2 楽らく歌の教室 
5/12･19､6/9･16､7/7 
火曜日 13:30～15:00 

302 5 
コーラス指導者 

        古渡智江 
4,320円/実費 

3 
プランターで 

楽しむ園芸 
5/20､6/3･17､7/1･15 
水曜日 13:30～15:00 

202 5 
園芸家 
      一杉不二男 

4,320円/実費 

4 
ワインを気楽に 

楽しむ 
5/13･27､6/10･24､7/8 
水曜日 14:00～15:30 

202 5 
シニア･ワインエキスパ
ート    飛永かの子 

4,320円/4,000円 

5 風景写真教室 
5/21･28､6/4･11･18､ 
木曜日 14:00～16:00 

202 5 
写真家 
         村松克芳 

4,320円/200円 

6 
フラワー 

アレンジメント 
5/15･29､6/12･26､7/10 
金曜日 10:00～11:30 

202 5 
ヨーロピアンフラワー 
デザイン連盟 
認定講師    鈴木千穂 

4,320円/花代 
毎回 2,900円 

<会場> 生涯学習プラザ会議室及び実習室   <定員> 20名 ※受講料は 5回分(消費税込) 
<申込> ☆締切:各教室とも 4月 24日(金)必着    ☆対象:15歳以上の方 
    ☆方法:①ハガキに教室名、住所、氏名、電話番号を記入し､〒211ー0064 

中原区今井南町 514-1 生涯学習財団文化教室 宛 
        ②直接学習プラザ窓口  ③電話 733ー6626 Fax 733ー6697 で受け付けます。 
    ☆受講料払込のご案内:応募多数の場合は抽選になります。また、受講応募が少ない場合は中止に

なることがあります。抽選結果等と合わせ、4月 25日以降に郵送します。 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回 月 日 学 習 内 容 
配布 

粘土 

1 5 12 
四角い板皿  

タタラづくり 

赤土

3kg 

2 5 19 
中鉢(サラダボウル) 

ひも作り 
 

3 5 25 1～2回の削り・仕上げ  

   乾燥期間 素焼き  

4 6 9 釉薬(染付)本焼き(担当)  

5 6 16 作品鑑賞会 作品返却  

  

 

学 習 予 定 

教育文化会館と各区市民館では、特別支援学校を卒業した主に知的障がいのある方を対象に、「障がい者社
会参加学習活動」を月 1回のペースで開催しています。自分たちでメニューを考え、材料を買って、料理した
り、クリスマス会やスポーツ大会を企画・実施したり、電車やバスに乗って様々なところへ出かけたりしなが
ら、社会で必要な力を身に付け、地域交流や仲間づくり等を行っています。 
 この活動を支援してくださるボランティアさんを募集しています。区によって募集方法や活動日が異なるの
で、関心のある方は、教育文化会館、各市民館へお問い合わせください。 
 新年度は、5月が第 1回で、8月はお休みです。ボランティアは随時募集しています。 

教育委員会生涯学習推進課 ℡ 200-3304 

 

 

 

 

川崎市 障がい者社会参加活動ボランティア 募集 
 

 

教文青年教室 

活動場所: 教育文化会館 

主に第 2日曜日 

5月の活動日:10日(日) 

申込・問合せ:℡233-6361 

       Fax244-2347 

 

 

 

 

 

 

 

 

サンデーフレンドパーク 

活動場所: 幸市民館 

主に第 3日曜日 

5月の活動日:17日(日) 

申込・問合せ:℡5 4 1 - 3 9 1 0 

      Fax555-8224 

 

 

 

 

 

 

 

 

多摩青年教室 

活動場所: 多摩市民館  

主に第１・第３土曜日 

5月の活動日:23日(土) 

申込・問合せ: ℡935-3333 

          Fax935-3398 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヤングジャンプセミナー  

活動場所: 中原市民館  

主に第 3日曜日 

5月の活動日:17日(日) 

申込・問合せ:℡433-7773 

Fax430-0132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みやまえウィンズ 

活動場所: 宮前市民館  

主に第 2日曜日 

5月の活動日:10日(日) 

申込・問合せ:℡8 8 8 - 3 9 1 1 

          Fax856-1436 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふれんど高津 

活動場所: 高津市民館  

主に第 4日曜日 

5月の活動日:24日(日) 

申込・問合せ:℡814 -7 60 3 

      Fax833-8175 

 

 

 

 

 

 

 

 

麻生青年教室 

活動場所: 麻生市民館  

主に第 3日曜日 

5月の活動日:17日(日) 

申込・問合せ:℡951-1300 

Fax951-1650 

 

   

 

 

 

 

基本的には、参加者 

と一緒に活動の企画 

を考えたり、話し合ったりしながら活動を楽しんでいただきます。また、全

員が楽しめるように、必要に応じて参加者の主体性を引き出しながらサポー

トや助言をしていただくこともあります。 

 活動は、区によって異なりますが、原則として土曜日又 

は日曜日に月 1回行います。時間は、2～5時間です。途中 

までの参加でも良いので、無理なく参加ができます。 

 

 

 

ボランティアって どんなことをすればいいの 

春号 

☆2015年度(平成 27年度) 春の☆キラリ文化教室 
 (公益)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？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆初心者のための陶芸教室 受講生募集  2015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、 

若手陶芸家の先生のもと､食卓を彩る焼物づくりにチャ 

レンジしませんか。 

 形をつくる(作陶)→形を整える(削り)→釉薬を掛け 

るまで工程を 5回で完結します。(全回出席が条件です) 

仕事帰りのひととき、ストレス解消にも効果的です｡ 

◇募集定員 手びねりコース 15名(定員を超えた場合 

は抽選) 

◇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 5/12(火)､5/19(火)､5/25(月)､6/9(火)､ 

6/16(火)  18:30～20:30  全 5回 

◇対 象 18歳以上の方(市内在住・在勤者を優先) 

      ※市外の方は定員以内であれば受講可能 

◇受 講 料 9,000円(粘土､焼成､釉薬代など含まれます) 

◇申込方法 往復ハガキに①氏名(ふりがな必須)、 

②〒住所③電話番号④「初心者のための陶芸教室」 

と記入の上、お申し込みください※グル-プ(2～6名)の申込も可です。  

◇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 27年 4月 20日(月)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 

 

 

 

 
 

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


 

  

 

 

 

 

 

初心者のための植物観察講座 
身近な植物を見分けたり､植物のくらし

を学んだりする講座です。 

日時: 第 1回 5/16(土) 

第 2回 5/30(土) 

第 3回 6/13(土) 

全 3回/各回 10:00～12:30 

会場:かわさき宙と緑の科学館 

  実験室､生田緑地  

対象･定員:高校生以上(3回とも参加

できる方)       25名 

申込:往復ハガキ又は来館(要返信用

ハガキ) 4/23(木)必着 

費用:1,000円 

子どものための昆虫学教室 
 研究用標本の作り方も交えながら
「昆虫学入門」講座を行います｡ 
日時: 第 1回 5/24(日) 

第 2回 6/28(日) 
第 3回 7/26(日)  

全 3回/各回 10:00～12:30 
会場: かわさき宙と緑の科学館 

実験室､生田緑地   
対象･定員:小学校 4～6年生(3回とも
参加できる方)               25名 
申込:往復ハガキ又は来館(要返信用

ハガキ) 5/1(金)必着 
費用:1,000円 

 
 

はじめてのフラダンス 
フラダンスの基礎となるステップ

やハンドモーションなどを基本から
学びます｡ 
日時:5/13(水)～7/15(水) 全 10回 

毎週水曜日 15:30～17:00 
会場:川崎市民プラザ 練習室 
対象･定員:女性(18歳以上) 15名 

(最少開催人数 5名) 
申込:電話又は来館で予約 4/15(水より)  
費用:10,800円 

着物モダンリメイク 
着物の直線を活かし､現代的でシャープ

なデザインを学ぶ､リメイク講座です｡ 
日時:5/29､6/5･19･26  (金曜日) 

 全4回   13:30～15:30 
会場:川崎市民プラザ 会議室 211  
対象･定員:18歳以上 15名 

(最少開催人数 5名) 
申込:電話又は来館で予約 4/15(水より) 
費用:6,200円 
 
 
 
 

 
 

手話入門講習会 
日時:5/19(火)～6/30(火) 
毎週火曜日、全 7回 19:00～20:30 
会場:北部身体障害者福祉会館 
対象･定員:30名 
申込:電話､Fax又は来館 

5/12(火)17:00締切  

点字入門講習会 
日時:6/5(金)～7/3(金) 毎週金曜 

全 5回 18:30～20:00 
会場:北部身体障害者福祉会館 
対象･定員:20名 
申込:電話､Fax又は来館 

5/30(土)17:00締切  
 

「竹田鎭三郎－メキシコに 

架けたアートの橋」展 
岡本太郎《明日の神話》を支えた画家 
 本展は初期の故郷･瀬戸や沖縄を
モチーフにした作品からメキシコに
渡ってからの代表的な油彩画を中心
に竹田芸術の軌跡と岡本太郎の原画
との接点ともいえる壁画《明日の神
話》などを紹介します｡ 
日時:4/25(土)～7/5(日) 

9:30～17:00(入館は 16:30まで) 
会場:川崎市岡本太郎美術館  
費用:入館料900(720)円､高校･大学生・ 
65歳以上 700(560)円､中学生以下無料 
( )は団体料金 
 
 

手話奉仕員養成講座 
<入門課程>①多摩区コース②幸区コース 
初めて手話を学ぶ方のための講座 
日時:①5/20(水)～9/ 9(水)18:30～20:30 
        ②5/19(火)～9/15(火)10:00～12:00 
会場:①多摩川の里身体障害者福祉会館 

②御幸老人いこいの家 
対象･定員:市内に在住･在勤･在学の方 

各コース 30名 
申込:往復ハガキに必要事項記入の

上 4/30(木)必着  
費用:3,240円(テキスト代) 

要約筆記者養成講座 
中途失聴･難聴者の方へ､話し手の

意図をパソコンに入力して伝える
「要約筆記」学ぶ講座です。 
日時:5/15(金)～2/12(金) 全42回 
13:30～15:30(10:00～12:00にも4回実施) 
会場:聴覚障害者情報文化センター 
対象･定員:市内に在住･在勤･在学の方15名
申込:往復ハガキで､5/8(金)の選考会
に参加必須｡詳細は問合せ下さい｡ 
費用:3,400円(テキスト代) 

 

 

 

 

音楽交流サロン奏『春･花･緑②』 
 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:5/14(木) 

13:30～15:00開場13:00 

会場:川崎授産学園 

対象･定員:自由  

申込:当日直接 団体のみ事前連絡 

 

 

English Talk Lounge 
ネイティブ講師と一緒にドリンク 

を飲みながら英会話を楽しんでみま

せんか？ レッスンではありません。

英語でフリートークしたい方のため

の場です。 
日時:毎週木曜日 16:00～18:00 

(祭日､特定日を除く) 
会場:外語ビジネス専門学校 
対象･定員:高校生以下は参加できま

せん｡各回 15名程度 
申込:1回毎に申込 希望日の前日、

20時までに空き確認、予約｡ 
費用:3,000円(初回のみ､2回目以降 

は確認下さい) 

Communication(総合英会話) 
日常生活での様々なトピックをテーマ

に「話す力」をトレーニングします。文

法や単語を個々に学習するのではなく、

スピーキングテーマに沿って学習し､自

然に無理なく英会話を身に付けます。 

日時:4/14(火)から毎週火曜日 (祭日 除く) 

会場:外語ビジネス専門学校 

対象･定員:10名程度 

申込:詳しくは問合せ下さい。パン

フレットを送付します。 

費用:33,000円(入会金､教材費別途) 

 
 

第 24 回 慶應義塾大学理工学部  
市民講座 

『ビッグデータ ～膨大なデータ
を市民生活に役立てる～』 

 ビッグデータの活用により社会･

経済の問題解決､付加価値向上が導

き出され､市民生活にどのように役

立つのかをテーマとします｡ 
日時:6/6(土)13:00～17:30開場12:30 
会場:慶應義塾大学日吉キャンパス 

協生館 2階 藤原洋記念ホール  

対象･定員:自由 300名(先着順) 
申込:ハガキ･Fax 5/26(火)締切予定 
 

 

 

 

 

着物着付け教室 
道具を使わずに手結びで､着物の美

しさを感じながら､自分で着る楽しさ

と､人に着せてあげる喜びを学びます。

また､普段着から留袖･振袖まで､きも

の姿の美しさを再発見してみましょう｡ 

時代衣装着付け教室 
 自分で着るコツ､人に着付けるコ
ツ｡昔ながらの紐の着付けで楽しく
学べます｡また生涯現役を目指す方
も応援しています｡ 
<両講座共通> 
日時:4月～9月の月曜日10:00～11:30 
会場:ヨネッティー王禅寺 
対象･定員:自由 20名 
申込:受付中､電話または来館で 
費用:18,500円(90分全 18回) 
 
 

明治大学リバティアカデミー講座 

「JFAこころのプロジェクト 
夢の教室」講師 泉浩 氏 

 2004年アテネオリンピック柔道90kg級

銀メダリスト 泉浩氏が自らの体験を通し

て「夢や目標を持つことの素晴らしさ」等を

伝え､力強いエールを送る特別講演会です｡ 

日時:7/28(火)10:30～12:30 

会場:明治大学生田キャンパス 

対象･定員:原則小学校高学年のお子

様と保護者・20組 40名  

申込:電話･ホームページ 

「キャンパスで俳句･季節を 
あじわう十七音字をたのしむ」 

 俳句を実際に作りながら､まずそ

れを実感しましょう｡本講座では句

会と鑑賞(講義)を交互に行います。    

また､半期に一回程度、吟行句会を取

り入れます。 

日時:4/21～8/4  火曜日 全8回 

10:30～12:30 

会場:明治大学 

生田キャンパス 

対象･定員:自由･15名 

申込:電話 ･ホームページ 
費用:20,000円 

香りを聞き楽しむ 
～香木を聞く～ 

日時:5/16～7/18  土曜日 
全5回13:00～14:30 

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 

費用:10,000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 
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:5/7(木)10:00～ 

会場:川崎市青少年の家  

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:電話で受付中  

 

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､土日63,600円(税込) 

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 

<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 
 
 

原画展「パーマンと 
F ヒーローたち」 

 藤子･F･不二雄の代表作のひとつ 

「パーマン」にスポットを当てると 

ともに､先生の生み出した等身大の 

魅力的なFヒーローたちをご紹介し 

ます。藤子･F･不二雄先生らしい､人 

間味あふれるヒーロー達の姿を、貴

重な原画を通してお楽しみください｡ 

日時:6月末まで予定｡休館日あり 

会場:川崎市 藤子･F･不二雄ミュージアム 

費用:入館チケット(入館引換券)を購入｡ 
 

 
 

こどもが主役! 

｢こどもまつり｣ 
期間中､お子様が楽しめる催しを

日替わりで多数開催｡こども民家園
検定 (4/29～ 5/6) ､べーゴマ大会
(4/29)､むかし遊び(5/3～5/5)他 
日時:4/29(水)～5/6(水) ※イベントによ
って日時は異なります｡お問合せ下さい｡  
会場:川崎市立日本民家園 
対象･定員:なし ※一部例外あり 
申込:当日自由参加 ※一部当日先着順
費用:要入園料 ※一部参加費が必要 

世界文化遺産登録 20 周年記念 
｢世界遺産五箇山がやってくる!｣ 
 世界文化遺産･五箇山の民謡･文
化･郷土料理にふれる 2 日間!30 日
は夜間公開(～20:00)も。 
日時:5/30(土)､31(日)10:00～16:30 
会場:川崎市立日本民家園 
対象･定員:申込:なし※イベントに
よって異なります。問合せ下さい｡ 
費用:入園料のみ(一部例外あり) 

 
 

初心者から中級者までの 
パソコン講座 

～春季受講生募集～ 
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講座の春季
受講生募集です｡ 
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･テキスト代込) 
 

『ICT 治具』ではじまる 

ホ－ムペ－ジ作成教室 
ダンウェイがインテル(株)と協働で開 

発したホームページ作成ソフト『ICT治 
具』を使って2日間で作成する教室です。 
日時:4/19(日)､26(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(先着順) 
参加費:8,000円 
(税別・テキスト代含む) 

  
 
 
 

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  
 

【東京ガラス工芸研究所】 
℡589-6970    

【ヨネッティー王禅寺】 ℡951-3636 
 

 

※費用の記載のないものは無料 

【日本民家園】   ℡922-2181 

【(公財)川崎市産業振興財団】 
℡548-4121 

 

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

【岡本太郎美術館】  ℡900-9898 

 

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

【外語ビジネス専門学校】  
℡244-3111 Fax244-1166 

 

【明治大学リバティアカデミー】 
℡03-3296-4423 

 
 

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

【ダンウェイ株式会社】 
℡＆Fax 798-8637 

 

【川崎市  藤子･Ｆ･不二雄ミュージアム】 
  ℡0570-055-245  

【かわさき宙(そら)と緑の科学館】 
  ℡922-4731  

【青少年の家】     ℡888-3588 
 

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。 
 

【川崎市民プラザ】  ℡888-3131 
 


