
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 対象校 実施団体 

川崎区 

大島小学校 

渡田小学校 

臨港中学校  

田島支援学校 

  

幸区 日吉小学校 「寺子屋ひよし」実行委員会 

中原区 中原小学校 NPO法人かわさきスポーツドリーマーズ 

高津区 
久本小学校 NPO法人高津総合型スポーツクラブ SELF 

高津小学校  NPO法人教育活動総合サポートセンター 

宮前区 

富士見台小学校 寺子屋「富士見っ子」実行委員会 

犬蔵小学校  

白幡台小学校 

犬蔵中学校   

  

菅生中学校 

菅生小学校 

稗原小学校 

  

多摩区 中野島小学校 NPO法人かわさき創造プロジェクト 

麻生区 西生田小学校 NPO法人教育活動総合サポートセンター 

☆陶 芸 教 室 平成 27年度 第Ⅲ期受講生募集       川崎市生涯学習プラザ 電話 733-5893 

◆水曜日コース 12/2～3/23 ①手びねり 9:30～12:30 ③電動ろくろ 13:30～16:30 
◆土曜日コース 12/5～3/12 ②手びねり 9:30～12:30 ④電動ろくろ 13:30～16:30 
会場:川崎市生涯学習プラザ 地下 1階 実習室 
対象:18歳以上の方(市内在住･在勤者を優先) 電動ろくろコースは手びねり経験のある人に限る。 
定員:①･②手びねりコース各 15名  ③･④電動ろくろコース各 11名 
費用:手びねりコース 各 33,000円 電動ろくろコース 各 39,000円 (ともに材料費､焼成費･釉薬代込み)  
申込:官製はがきに希望コース､住所､氏名(ふりがな必須)､電話番号を記入。11/4(水)必着 応募多数の場合は抽選 
宛先:〒211-0064  川崎市中原区今井南町 28-41 (公財)川崎市生涯学習財団事業推進室『陶芸教室係』宛て 
 
 
 

寺子屋の 
キャラクター紹介 

 

 

 

「寺子屋先生」養成講座   
あなたの知識や体験を 

地域の子ども達の学習支 

援に活かしてみませんか。 

受講料は無料で､資格は問いません。申

込等、詳しくはお問合せ下さい｡ 

日時:12/ 9・16、1/13・27 10:00～11:30  

       1/20  13:00～ 16:00  (全て水曜日)        
会場:高津市民館会議室 

問合せ先  川崎市生涯学習財団 事業推進室 

 ℡733-5893 

「コーディネーター」養成講座 
       地域の寺子屋や、地域で 

自主的に活動を始めること

などについて学ぶ講座です｡ 

問合せ先  川崎市教育委員会生涯学習推進課 

 ℡200-3309 

 
 
 

モモデル校として開講されている寺子屋 

川崎市は、子どもの教育を地域ぐるみで支援しようと、平成２６年度から「地域の寺子屋事業」に取り組んでいま

す。その内容は、平日放課後に週１回行われる「学習支援」、土曜日等に月１回行われる「体験活動」とそれらを通し
た「世代間交流」の３本柱です。平成２６年度は８ヶ所で開講しましたが、今年度は、市内１１ヶ所で９つの実施団
体がモデル事業を行っています（９月２日現在）。また、公益財団法人川崎市生涯学習財団と連携して、「学習支援」
をサポートしてくれる「寺子屋先生」の養成講座、教育文化会館や各市民館と連携して「コーディネーター」の養成
講座を開催しています。              問合せ先  川崎市教育委員会生涯学習推進課 ℡200-3309 

 

                 

 寺ッコは､ラッコ界の王 
子で寺子屋の門下生とし
て､人間の子ども達と一緒
に寺子屋で学んでいます｡
ホタテじいは､王子のお供
で 120 年食用を逃れ続け
た､物知りの王様の執事で
す｡ウニまるは､王子の付
き人で､王子が眠くなる時
のチクチク役です。 
 
 

広 が る 地 域 の 寺 子 屋 

臨港中学校区地域教育会

議 

犬蔵中学校区地域教育会議 

菅生中学校区地域教育会議 
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子で寺子屋の門下生とし
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ホタテじいは､王子のお供
で 120 年食用を逃れ続け
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日本･ブラジル外交関係樹立 

120周年記念 『ブラジリアン･
フェスタ』 

 サンバショー､ボサノ 

バギター､カポエイラ､ 

フットメザ､ブラジル料 

理屋台や物産展など､ブ 

ラジルを堪能できる２日間です｡ 

日時:10/3(土)11:00～16:30 

10/4(日)11:00～15:30 

会場:川崎市国際交流センター  

対象･定員:関心のある方ならどなた

でも ステージ企画･講演企画(150名)。 

申込:電話･Fax･来館等(先着順) 

参加費:10/3(土)ステージ企画 一

般2,050円(ワンドリンク＆おつま

み付き) 小中学生 510 円(※当日

券 一般 2,570円､小中学生 710円)  

10/4(日) 講演企画 一般 510 円

(ブラジルコーヒー付き)   

中国語による国際理解講座 

 ネイティブによる中国語講義とデ
ィスカッション(通訳なし)｡①三国志
の世界､②中国東北部の家庭料理～春
餅を楽しむ､③台湾文化について｡ 
日時:①10/17､②10/24､③10/31 
(全て土曜日)10:00～12:00､②の 
み 10:00～13:00 
会場:川崎市国際交流センター  
対象･定員:一般市民(中国語の中 
級レベル以上) 16歳以上 
申込:電話･Fax･来館･協会のホー 
ムページ等 
参加費:①③820円､②820円+材料費
1,000円､3回セット2,050円+教材費
1,000円 (税込) 
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みやまえ子育てフェスタ2015 

 企画委員のママたち､地域の子育 

てグループや子育て支援機関によ 

る乳幼児連れ親子への情報発信と 

交流を目的としたイベントです｡ 

日時:10/24 (土)10:00～15:00 

会場:川崎市宮前市民館  

対象･定員:どなたでも    

申込:不要､直接会場に  

市民自主学級 
「みやまえライター養成講座」 

 みやまえ情報ラボが企画･運営｡ 

地域情報紙やウェブメディアを作 

っているプロから取材や記事づく 

りの極意を学ぶ｡全 5回 

日時:10/31､11/7･14･21･28   

(全て土曜日) 10:00～12:00 

会場:川崎市宮前市民館(11/14･21 

は有馬･野川生涯学習支援施設) 

対象･定員:宮前区在住･在勤･在学 

の方で､自宅でインターネットに接 

続できるパソコンを持ち､基本的操 

作ができる方｡ 12名 

申込:9/15(火)10:00から受付中､先 

着順｡電話又は来館で 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヒップホップダンスクラス 
日本体育大学ヒップホ 

ップ同好会 CYPHER HEADS 
 FAM(サイファーヘッズフ 
ァム)のメンバーが楽しく､ 
丁寧にご指導します。 
日時:毎週(日)基礎･応用クラス 9:30 
～11:00､上級クラス 11:00～12:30 
フラダンスクラス 
 初めての方も､基礎から 
丁寧にお教えしますので､ 
ご安心ください｡講師は､ 
スタジオマルラニを主宰 
されている安藤幸子先生です。 
日時:毎週(月) 午前クラス10:00～11:30 

午後クラス13:00～14:30 
《両講座共通》 
会場:生田中学校特別創作活動センター 
対象･定員:市内在住･在学･在勤の方 
ならどなたでも 30名 
申込:当日､直接会場へ｡休講の場合も 
ありますので事前にお問合せ下さい｡  
参加費:500円(1レッスン90分)･4回 
分 2,000円ごとの手続き。体験可能 
 
 

 
 

藍染講座「しぼり染め中級」 
 約45㎝四方の布を糸で縛ったり縫い縮

めたりして模様をつけ､染めます｡全2回 

日時:10/24(土)･25(日)10:00～15:00 

会場:川崎市伝統工芸館  

対象･定員:しぼり染め初級受講者 

20名(小学生は保護者 

も要受講※有料) 

参加費:2,000円 

藍染体験 

「ストール染め」 

 「超長綿」という繊維が特別に長く

絹のような光沢を持つ生地(30×200

㎝)を染めてストールを作ります。 

日時:10/29(木) ①10:00～12:00 

               ②13:30～15:30 

会場:川崎市伝統工芸館  

対象･定員:18歳以上 各回 5名 

参加費:3,500円 

《両講座共通》 

申込:往復ハガキに住所･氏名(フ 

リガナ)･電話番号･講座名･開催日 

を記入し､10/13(火)必着 

問合せ:川崎市伝統工芸館 
℡900-1101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

音楽交流サロン奏(かなで) 

誰でもふらっと立ち寄って､出会い

とふれあい､お茶 

とお菓子を楽しめ 

るサロンです。全 

ての人の社会参加 

と自己実現を目指 

し､市民同士が､出会いつながり､共に

つくり､発信していくサロンとして毎

月実施しています。 

日時:10/22(木)テーマ『秋･幼･繁①』 

  11/12(木)テーマ『秋･幼･繁②』 

 11/26(木)テーマ『秋･幼･繁③』 

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) 

 

 

 

 

 

【川崎授産学園】  ℡954-5011  
 

【生田中学校特別創作活動センター】 
℡911-1510 

 

JAPAN DAY 

写経体験/坐禅体験 

所作から分かりやすく指導する

写経体験･坐禅体験の講座です｡ 

日時:11/22(日)  

①写経体験 10:00～12:00 

②座禅体験 13:30～15:30 

会場:川崎市民プラザ①会議室②茶室 

対象･: 定員 18歳以上､各回 15名 

申込:10/15(木)より受付開始 ! 

来館又は電話で予約 

参加費:各 1,500円  

①筆ペン･下敷代込 

②抹茶･菓子付 

 

 

 

聴導犬がやってくる ! 
聴導犬の実演､飼い主の方のお

話､質疑応答の内容の講座です｡ 

日時:10/21(水)10:00～11:30 

会場:北部身体障害者福祉会館  

対象･定員:市内在住･在勤･在学の方 

申込:電話･Fax･来館 (当日の直 

接参加も可能)で住所･氏名･年齢･ 

電話番号・Fax番号を明記｡  
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・自主製品｡ 

日時:11/14(土)10:30～14:30  

会場:北部身体障害者福祉会館  

対象･定員:どなたでも   

申込:不要  
  

  

 
 

【川崎市立日本民家園】℡922-2181 

アナフィラキシー･ショックから 
命を守るための 

「子どもの一次救命講座」 
医師以外の一般市民が行なえる第一次

救命手当ての範囲内でアナフィラキシ

ー･ショック発症時のエピペン(アドレナ

リン自己注射器)の対応を学びます。 

日時･会場: 

10/17(土)中原市民館  13:30～15:00 

10/18(日)教育文化会館 9:30～11:30 

11/ 3(火)麻生市民館   9:30～11:30 

11/ 7(土)多摩市民館   9:30～11:30 

11/ 8(日)高津市民館   9:30～11:30 

11/14(土)宮前市民館  13:00～15:00 

11/19(木)麻生市民館  18:00～20:00 

11/29(日) 幸  市民館   9:30～11:30 

12/ 5(土)中原市民館  10:00～12:00 

12/ 6(日)教育文化会館10:00～12:00 

対象･定員:どなたでも 各会場20名 

(行動しやすい長ズボン､筆記用具) 

申込:必要事項を記入の上 Faxで  

参加費:資料代 300円(当日会場で) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

【NPO法人 JAEA:ジャイア】 
(日本災害救護推進協議会) 

℡･Fax 931-6570 

【先輩スタッフ直伝】 

実務がわかる！ＮＰＯ法人 
事務マスター講座 全 5回 
 1回目：ＮＰＯ法人にとっての実務
とは？2回目：日々の実務～こんな時
はどうすればいいの～｡3回目：事業年
度が終了したとき｡4回目：ＮＰＯ法人
の労務｡5回目：ＮＰＯ法人の税務｡ 
日時:10/13･27､11/10･24､12/8  
(全て火曜日) 18:30～21:00 
会場:高津区役所会議室 
対象･定員:ＮＰＯ法人事務スタッフと 
しての参加や地域活動に関心のある一般 
の市民・ＮＰＯ法人役員及びスタッフ｡ 

パワーアップセミナー 
 イベントの企画･運営｡講師は五井
渕利明氏(NPO法人CRファクトリー) 
日時:10/17(土)13:30～16:30 
会場:かわさき市民活動センター 
対象･定員: ボランティア･市民活 
動に関心のある方 20名 
参加費:500円 
《両講座共通》 
申込:①氏名②住所③電話④Fax等 
を明記の上､電話､Fax等で｡  
 

 

 

茶室をつくろう 
 建築家と一緒に､紙管を使っ
て､母の塔の下にみんなで茶室を
つくります｡そのあと､自分たち
でつくった茶室の中で簡単なお
茶会もします｡岡本太郎さんは
「実験茶会」を開催し、「お茶会」
で「遊ぶ」ということをしていま
した。遊び心満載の茶室をみんな
でつくってみませんか｡ 
日時:11/1(日)10:00～15:00 
会場:川崎市岡本太郎美術館 

創作アトリエ･屋外 

対象･定員:どなたでも(小学校低学

年以下は保護者同伴) 30 名(多数の

場合は抽選) 申込:10/23(金)締切､以

下の必要事項を明記のうえ､Fax等で｡  
1.応募プログラム名 
2.参加者全員の氏名 
3.年齢  4.住所 
5.電話番号   
6.メ-ルアドレス 
7.Fax番号 
※持ち物は､汚れても良い動きや
すい服装･弁当･飲物･軍手｡ 

茶会 遊喜庵 
 茶道裏千家流正教授の岩沢宗
知先生を招き､野点でお抹茶とお
菓子を楽しむイベン 
トです｡秋のかおり 
漂う生田緑地の中 
で､おいしいお抹茶 
をご堪能ください! 
日時:11/3(火･祝)13:00～16:00 

受付12:30～ 
会場:川崎市岡本太郎美術館 
母の塔前広場(雨天 創作アトリエ) 
対象･定員:中学生以上限定200名 
申込:当日先着順 参加費:300円 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よちよち歩きの子あつまれ 
～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:11/6(金)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:10/6(火)から電話で受付  

 

 

 

【川崎市青少年の家】 ℡888-3588 
 

【(公財)かわさき市民活動センター】  

℡430-5566･Fax430-5577 
 

【川崎市岡本太郎美術館】   
℡900-9898･Fax 900-9966 

 

 

【川崎市民プラザ】 ℡888-3131 

 

【川崎市国際交流協会】 
℡435-7000･ Fax435-7010 

 

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 

 

【川崎市宮前市民館】℡888-3911 
 

もうだまされない｡地域で 
高めよう「見守り力」講座 
①高齢者に多い消費者トラブル

事例を紹介するとともに、消費者
被害の未然防止･早期発見等のワ
ークショップを開催し、地域での
見守りの重要性と気づきのポイン
トを学びます。②認知症・知的障
害などの理由で､消費者トラブル
に巻き込まれるケースを防ぐため
に、成年後見制度を学び、判断能
力が不十分な方々の財産や権利を
保護し、安心して生活できる支援
を「ワークショップ」を通じて学
びます。 
○南部エリア講座 
日時:10/29､11/5(木) 
18:30～20:30 
会場:教育文化会館 
○北部エリア講座 
日時:12/2･9(水) 
18:30～20:30 
会場:てくのかわさき 
《両講座共通》 
対象･定員:各 50名 申込:9/28(月)
から先着順 電話 044-245-5885（平日
9:30～17:30） Fax044-245-5888 ハ
ガキ〒210-8557（住所不用）「見守り
力講座」事務局（東京新聞 TODAY内）
まで｡ 

 

 

【川崎市消費者行政センター】 
℡200-3864  

※参加費の記載のないものは無料 

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。 
 

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



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 対象校 実施団体 

川崎区 

大島小学校 

渡田小学校 

臨港中学校  

田島支援学校 

  

幸区 日吉小学校 「寺子屋ひよし」実行委員会 

中原区 中原小学校 NPO法人かわさきスポーツドリーマーズ 

高津区 
久本小学校 NPO法人高津総合型スポーツクラブ SELF 

高津小学校  NPO法人教育活動総合サポートセンター 

宮前区 

富士見台小学校 寺子屋「富士見っ子」実行委員会 

犬蔵小学校  

白幡台小学校 

犬蔵中学校   

  

菅生中学校 

菅生小学校 

稗原小学校 

  

多摩区 中野島小学校 NPO法人かわさき創造プロジェクト 

麻生区 西生田小学校 NPO法人教育活動総合サポートセンター 

大山街道ふるさと館        044(813)4705 

◇街道学習講座(街道歩き) 
「大山街道の魅力 再発見」 

～なるほど! 歩いて楽しい大山街道～ 

講師の中平龍二郎氏(大山道研究家)と錦秋の大山街道

を歩きませんか。今年度も３回シリ－ズで実施します。 

第 1回 10月 29日(木) 鶴間～さがみ野(約 4.3キロ) 

第 2回 11月   12 日(木)さがみ野～柏ヶ谷(約4.0キロ) 

第 3   回 11月 26日(木) 柏ヶ谷～海老名(約 5.2キロ) 

今年度は、鶴間から海老名まで約 

13.5キロを歩きます。「街道歩き」の

詳細はふるさと館までお問い合わせ

下さい。 
 
 
 
 

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:10/29(木)10:00～11:30 定員:40名(先着順) 

申込:電話で受付中  参加費:保険料として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｡終了後はホールにいっぱいの風船で遊べます。 
日時:11/5(木) 10:00～        定員: 25組(先着順) 
申込:10/6(火)から電話で受付   参加費:無料 

《両イベント共通》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｡ 

 

 

 

広 が る 地 域 の 寺 子 屋 

☆初めての陶芸体験教室 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 13日(火)までに連絡) 
◇指 導 者 陶芸家 三宅 直子 先生 
◇会  場 川崎市生涯学習プラザ 地下実習室 
◇日  時 10/27、11/3・10・24、12/1 (全て火曜日) 
            10:00～12:00  全 5回 
◇対    象 18歳以上のはじめて方 

(市内在住・在勤者を優先) 
◇受 講 料 9,000円(粘土代､焼成料､釉薬代等が含まれます) 
◇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「初めての陶芸体験教室」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 28-41 
◇申込締切 平成 27年 10月 9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 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

回 月 日 学 習 内 容 
配布 

粘土 

1 10 27 紐作りで器を制作する① 
白

3kg 

2 11 3 紐作りで器を制作する②  

3 11 10 1～2回の削り・仕上げ  

   
乾燥期間 素焼き 

(財団担当者による) 

 

 

4 11 24 
釉薬(染付)本焼き 

(財団担当者による) 
 

5 12 1 作品鑑賞 作品返却  

 

学 習 予 定 

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 28-41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:jyoho2 @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。 

※(公財)川崎市生涯学習財団(学習プラザ)の住居表示が変更になりました。 

☆陶 芸 教 室 平成 27年度 第Ⅲ期受講生募集       川崎市生涯学習プラザ 電話 733-5893 

◆水曜日コース 12/2～3/23 ①手びねり 9:30～12:30 ③電動ろくろ 13:30～16:30 
◆土曜日コース 12/5～3/12 ②手びねり 9:30～12:30 ④電動ろくろ 13:30～16:30 
会場:川崎市生涯学習プラザ 地下 1階 実習室 
対象:18歳以上の方(市内在住･在勤者を優先) 電動ろくろコースは手びねり経験のある人に限る。 
定員:①･②手びねりコース各 15名  ③･④電動ろくろコース各 11名 
費用:手びねりコース 各 33,000円 電動ろくろコース 各 39,000円 (ともに材料費､焼成費･釉薬代込み)  
申込:官製はがきに希望コース､住所､氏名(ふりがな必須)､電話番号を記入。11/4(水)必着 応募多数の場合は抽選 
宛先:〒211-0064  川崎市中原区今井南町 28-41 (公財)川崎市生涯学習財団事業推進室『陶芸教室係』宛て 
 
 
 

寺子屋の 
キャラクター紹介 

 

 

 

「寺子屋先生」養成講座   
あなたの知識や体験を 

地域の子ども達の学習支 

援に活かしてみませんか。 

受講料は無料で､資格は問いません。申

込等、詳しくはお問合せ下さい｡ 

日時:12/ 9・16、1/13・27 10:00～11:30  

       1/20  13:00～ 16:00  (全て水曜日)        
会場:高津市民館会議室 

問合せ先  川崎市生涯学習財団 事業推進室 

 ℡733-5893 

「コーディネーター」養成講座 
       地域の寺子屋や、地域で 

自主的に活動を始めること

などについて学ぶ講座です｡ 

問合せ先  川崎市教育委員会生涯学習推進課 

 ℡200-3309 

 
 
 

モモデル校として開講されている寺子屋 

川崎市は、子どもの教育を地域ぐるみで支援しようと、平成２６年度から「地域の寺子屋事業」に取り組んでいま

す。その内容は、平日放課後に週１回行われる「学習支援」、土曜日等に月１回行われる「体験活動」とそれらを通し
た「世代間交流」の３本柱です。平成２６年度は８ヶ所で開講しましたが、今年度は、市内１１ヶ所で９つの実施団
体がモデル事業を行っています（９月２日現在）。また、公益財団法人川崎市生涯学習財団と連携して、「学習支援」
をサポートしてくれる「寺子屋先生」の養成講座、教育文化会館や各市民館と連携して「コーディネーター」の養成
講座を開催しています。              問合せ先  川崎市教育委員会生涯学習推進課 ℡200-3309 

 

                 

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 

 寺ッコは､ラッコ界の王 
子で寺子屋の門下生とし
て､人間の子ども達と一緒
に寺子屋で学んでいます｡
ホタテじいは､王子のお供
で 120 年食用を逃れ続け
た､物知りの王様の執事で
す｡ウニまるは､王子の付
き人で､王子が眠くなる時
のチクチク役です。 
 
 

子ども夢パーク              044(811)2001   

◇こどもゆめ横丁 2015 
1日限りの子どもの街が出現します。主役は子どもたち。お店の建設、商品づくりや、 

いくらで売るかも自分たちで決めて､現金を使って商いをします｡みんなあそびに来てね！ 
日時:11/8(日)11:00～15:00   会場:川崎市子ども夢パーク 対象･ 定員:どなたでも 
申込:当日会場にお越し下さい｡ 参加費:無料 

◇おはなしおはなしパーク   

ボランティアさんによる絵本の読み聞かせです。乳幼児対象（毎月11:00より） 
日時:荒木さんの読み聞かせ 第1木曜日  /中川さんの読み聞かせ 第２火曜日 /   おはなしブックカフェさくら 
第３木曜日   会場:川崎市子ども夢パーク  対象･ 定員:どなたでも  参加費:無料 
 

  
  
 

 
 
 

臨港中学校区地域教育会

議 

犬蔵中学校区地域教育会議 

菅生中学校区地域教育会議 

秋号 

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

