
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【川崎市生涯学習財団からのお知らせ】  

夏休みの特別講座 たのしいキッズセミナー 
対 象 小学校 3年生から 6年生まで 
期 日   平成 28年 7月 25日(月)～7月 29日(金)の 5日間 (午前 10時から 12時、午後 1時から 3時) 

場 所   川崎市生涯学習プラザ  

指導者   「認定ＮＰＯ法人教育活動総合サポートセンター」に登録された、市内公立学校を経験した先生方 

講座内容  おもしろ科学、社会科ふしぎ発見、算数レベルアップ、 
日本語を楽しもう、造形教室、英会話、パソコン、など 

申込方法  申込書に記入し、Faxか郵送、又は直接財団へ。(6月 1日･水～6月 28日･火まで) 

受講料    各講座とも 1回 1,100円(その他 保険料など) 
問合せ先  (公財) 川崎市生涯学習財団事業推進室 ℡044-733-6626 

 

 

 

配布物 内容 問合せ 

ウォーキングガイド 

(28年 3月に発行) 

川崎区の駅伝をたどろうコース 

異国文化に触れようコース  他 7コース 

川崎区役所保健福祉センター衛生課 

TEL:201-3217 

さいわい歴史散歩コース

マップ 

南河原地区コース 1 

御幸地区コース 1  他 5コース 

幸区役所地域振興課 

TEL:556-6606 

なかはら歴史と緑の散策

マップ 

歴史の道探索 中原街道コース 

七福神めぐり  他 4コース 

中原区役所地域振興課 

TEL:744-3324 

高津区を歩こう 

～高津区も歩いてみれば 

楽しいですよ～ 

大山小径で大山詣り(大山街道コース) 

緑と畑とお地蔵さん(久末コース) 

他 4コース 

高津区役所地域振興課 

TEL:861-3133 

宮前ガイドマップ 
たちばなの里・野川コース 

長尾・神木コース  他 4コース 

宮前区役所地域振興課 

TEL:856-3125 

多摩区ガイドマップ 
二ヶ領宿河原用水コース 

生田緑地コース  他 3コース 

多摩区役所地域振興課 

TEL:935-3239 

あさおウォーキング 

マップ 

多摩線沿線地区コース 1 

柿生・岡上地区コース 1  他 12コース 

麻生区役所地域みまもり支援センター 

TEL:965-5157 

◎各区では、ウォーキングのおすすめコースを紹介したマップを無料配布しています。 

◎各区役所で配布しているほか、ホームページからダウンロードできるものもあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウォーキングは、すべての運動の基礎となり、運動不足の解消、生

活習慣病の予防、脂肪の燃焼等にも繋がります。運動強度もそれほ

ど高くなく、年配の方や運動が苦手な方にも気軽に楽しめるスポー

ツとして、また周りの景色を楽しんだり、歴史散策を 

したりして歩くことでストレスを解消したりと､ウォーキングをする人の数は年々増え続けています｡ 

そこで今回は、ウォーキングのおすすめコースのマップを紹介いたします。皆さんも楽しみながら、 

健康のために取り組んでみませんか！(詳しくは、お問合せ下さい) 

  

 

 

健康のために… 
 

 

 



  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

日頃の学習成果の発表の他、4 日

には菅生中学校吹奏楽部の演奏、初

山獅子舞、5 日には落語の特別プロ

グラムも行います。花・野菜の実費

販売やお茶を飲みながら楽しく交

流できるコーナーもあります。 

日時:6/4(土)･5(日)10:00～16:00 

会場:菅生分館 

対象･定員:どなたでも  

申込:不要 当日直接会場に 

主催･問合せ:菅生分館まつり実行委員会･

川崎市教育委員会､菅生分館  ℡977-4781 

 

 

 

 

 

川崎市内施設･団体の生涯学習講座・イベント情報  
詳しくは、当財団又は各施設･団体のホームページをご覧いただくか、電話でお問い合わせください 

 

 飲物やお菓子を食べながら、歌を

歌ったり、生演奏を聞いたり、その

時々の演奏や体操やマジック等の市

民企画を一緒に楽しみませんか。 

日時:5/12(木)テーマ『花･始･母②』 

  5/26(木)テーマ『花･始･母③』 

 6/23(木)テーマ『雨･海･友①』 

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) 
 主催･問合せ:川崎授産学園 

℡954-5011  

 

 

 

音楽交流サロン奏(かなで) 
 
 
 

≪ 教養・文化 ≫ 

最近話題となっている『ロボット

工学』に着目し、ヒトに近づくロボ

ット技術が今後市民生活にどう影

響していくかをテーマとします。 

日時:6/4日(土)13:00～17:30(12:30開場) 

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:どなたでも 先着300名 

申込:ハガキ･Fax･ホームページ･ 

メール  締切 5/24(火)予定 

主催･問合せ:慶應義塾大学理工学 

学術研究支援課市民講座係  

℡045-566-1470 Fax045-566-1471 
 
 
 
 
 
 

 川崎天文同好会の会員の方が講 

師となり、望遠鏡ごしに惑星などの

星を眺めることができます。是非ご

参加ください。 

日時:5/14(土)19:00～20:30 

会場:川崎授産学園 天体観測室 

対象･定員:どなたでも 

申込:不要(団体の方のみ事前連絡要） 

主催･問合せ:川崎授産学園   
℡954-5011 

 

 

 

 

 

 

 

春の天体観望会 

 中途失聴・難聴者の方へ、話し

手の意図を手書き、あるいはパソ

コンに入力して伝える「要約筆記」

を学ぶ講座です。 

①パソコンコース ②手書きコース 

日時:5/20(金)～2/10(金) 全 42回 

①10:00～12:00 ②14:00～16:00 

講義は合同で行います。詳細は 5/13 

(金)の選考会にて。 

会場:聴覚障害者情報文化センター  

対象・定員:川崎市内に在住・在 

勤・在学の方 ①･②ともに 12名  

申込:往復はがきで 5/7(土)必着。 

5/13(金)の選考会に参加必須。詳 

細はお問い合わせ下さい。  

参加費:テキスト代 3,400円 

補完資料代 1,000円 

主催･問合せ:聴覚障害者情報文化

センター      ℡798-8800 

 
 

 

 

 

 

 

毎月第３火曜日のおたのしみ 
出演は､5 月は､隅田川馬石、初音家

左橋､入船亭遊京､他。6 月は､三遊亭
右左喜、桂米多朗、春風亭柳若、他 
日時:5/17(火)､6/21(火) 18:30～20:30 
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。ラゾーナ川崎プ

ラザソル窓口、電話・メールでの予

約可、当日券は 18:00より販売 

参加費:入場料 2,000円／終演後の 

おたのしみ“交流会”…希望者の 

み・参加費 1,500円 

主催･問合せ:ラゾーナ川崎プラザソル          

℡874-8501 

 

 

 

 

 

ラゾーナ寄席 ５･６月 

シニアの方々を対象としたスマー

トフォン・タブレットの使用法、利

用法の講習です。個別対応方式で、

一人一人の相談にお応えします。 

日時:5/12･26､6/2･9･23(各木曜日) 

9:30～11:30 

5/18(水)､6/30(木) 

13:30～16:00 

会場:中原市民館  

対象・定員:対象はシニアの方 

先着 20名程度 

申込 :不要､当日参加可能（ご 

都合の良い時間にお越し下さい） 

主催･問合せ: 活き生きクラブ  

代表こもだ ℡090-6015-8805 

 

 

 

①不思議な形の古民具について謎

解きをしながら、昔の暮らしや道具

のことを楽しく学べる展示です。 

日程:7/1(金)～11/30(水)  

②江戸時代末に建てられた本格的

農村歌舞伎舞台の内部を、期間限定

で公開します。ボランティアによる

解説付き。※荒天中止 

日時:5/21(土)～6/5(日)の土･日曜日 

10:30～15:00 
≪両展示共通事項≫ 
会場:日本民家園 

対象･定員:どなたでも 

申込:不要 

参加費:入園料のみ 

主催･問合せ: 
日本民家園 ℡922-2181 

針金をペンチ等で曲げて加工し､素 

敵なインテリア小物を作りましょう！    

日時:6/2(木)～7/21(木)10:00～12:00   

会場:宮前老人福祉センター 

対象･定員:市在住 60歳以上の方 

で、全 5回出席可能な方。12名 

申込:4/15(金)から受付中｡受講

希望者本人が、82円切手持参 

参加費: 教材費として 4,500円を

申込み時に｡ 

主催･問合せ:宮前老人福祉センター     

℡877-9030 

 

 

 

≪ 音 楽 ≫ 
 

※参加費の記載のないものは無料 

第 25回慶應義塾大学理工学部市民講座 

『ヒトに近づくロボット技術  
～ロボットの心・体・文化～』 

 

①科学館で実施する天体観察会な 
どに参加する利用者に星空の美し 

さや宇宙の魅力を伝える天文サポ 

ーターを養成する研修会です｡ 

日時:第1回6/18(土)13:30～15:30 

2回目以降の詳細はホームページで 

対象･定員:18歳以上で全ての回に 

参加できる方。25名 

申込:往復はがき又は来館(来館の

場合要返信用はがき)5/28(土)必着｡ 

②望遠鏡での観察や写真撮影を体験

して、月について詳しく学びます。 

※雨天・曇天時も実施します。 

日時:7/16 (土)18:30～20:30   

対象･定員:小学生以上(中学生以 

下は保護者同伴)  25名  

申込:往復はがき又は来館(来館の

場合要返信用はがき)6/15(水)必着｡ 

参加費:500円 

(中学生以下は無料) 

≪両講座共通事項≫ 
会場:かわさき宙と 

緑の科学館  
主催･問合せ:かわさき宙と緑の科学館 

℡922-4731 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要約筆記者養成講座 

手話入門講習会 

挨拶と自己紹介（名前、住所、趣

味）などが出来ることを目指します。 

日時:5/17(火)～6/28(火) 

18:30～20:00 全 7回 

会場: 北部身体障害者福祉会館   

対象･定員:市内在勤､在学､在住。30名  

申込:電話､Fax､来館｡5/10(火)17:00まで 

主催･問合せ:北部身体障害者福祉 

会館  ℡811-6631 Fax811-6517 

 

 岡本太郎の「明日の神話」をモチー

フに青梅市にある社会福祉法人「泉会」 

日の出舎の皆さんが、ベニヤ板のチッ

プ24,000枚を使用し、横幅９ｍにもな

るモザイク画の大作を制作。パワーあ

ふれる作品を美術館にて展示をします

ので、ぜひ見にきてください！ 
日程:6/4(土)～6/26(日) 
会場:岡本太郎美術館  

ギャラリースペース 

制作:社会福祉法人「泉会」日の出舎の皆様 

対象･定員:どなたでも 

申込:不要  

主催･問合せ: 

岡本太郎美術館 

 ℡900-9898 

  

 

 

 

 

 

 

 

「明日の神話」モザイク画展示 

 

 日本の近現代の歴史は、明治期から

アジア太平洋戦争終結まで出兵・事

変・戦争の連続でした。戦争と平和を

考えるために、戦後70年を経過した今、

日本の戦争の歴史をふり返ります。 

日程:5/7･21､6/4･18､7/2(各土曜日) 

10:30～12:00  全 5回 

会場:明治大学生田キャンパス   

対象･定員:どなたでも 30名 

申込:電話、ホームページから  

主催･問合せ:明治大学リバティ 

アカデミー事務局  ℡03-3296-4423  

 

 

 

第 30回  菅生分館まつり 

ゼロから学べるハングルの入門
講座です。 
日時:5/16(月)～7/25(月) 19:00～20:30 
 毎週月曜日 （※祝日を除く） 
会場:ふれあい館 

対象･定員:15歳以上。20名 

申込:電話又は来館､5/6(金)より開始 
主催･問合せ:ふれあい館 

℡276-4800 

 

 

ハングル入門講座 

①企画展示 

「ふしぎ古民具大集合！－不思議
な形には理由（ワケ）がある－」 
②特別公開「国指定重要有形 
民俗文化財 旧船越の舞台」 
 

 ゴールデンウィークのプラネタ
リウムは、子ども向け投影がいっ
ぱい！ゴールデンウィーク期間中
は特別に、1日 3回 子ども向け投
影を行います。 
日時:5/3(火､祝)～5/5(木) 

10:30/12:00/15:00  
※各回で内容は異なります。 

会場:かわさき宙と緑の科学館 
対象･定員:200名  
申込:当日 9：30より観覧券を販売・
満席になり次第販売終了 
参加費:プラネタリウム観覧料、一
般 400円/高大生・65歳以上 200円
/中学生以下 無料 
主催･問合せ:かわさき宙と緑の 

科学館  ℡922-4731 

 

 

 

 

 

 

 

 

みんなで空気の力を体験しよう！ 

日時:6/26(日) 

【午前の部】11:00開演(10:45開場) 

【午後の部】14:00開演(13:45開場) 

会場:川崎市民プラザ 屋内広場  

対象･定員:小学生 各回 100名  

申込:往復ハガキに必要事項を記

入の上、5/20(金)必着。詳細は市

民プラザホームページをご覧くだ

さい。要事前申込 

 主催･問合せ:川崎市民プラザ 

℡888-3131 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込:往復はがきで 7/11(月)必着､抽選 

参加費:800円  

主催･問合せ:日本民家園 

℡922-2181 

 

●初心者向けパソコン､スマート

フォン､ワード､エクセル､ホーム

ページ作成､パワーポイント､アク

セス等。1日か 2日のコースになっ

て い ま す ｡ 使 用 パ ソ コ ン ：

Windows7・Office2010 

日時:月曜日～日曜日 

(詳細はパンフレットにて) 

会場: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。8名 

申込:随時(詳しくはお問い合わせ

下さい) 

参加費:10,000円／5,000円 

（税・テキスト代込） 

主催･問合せ:産業振興財団 

                   ℡548-4142 
 

 

 

 

●初心者から中級者までの 
パソコン講座 

～春季日程募集～ 
 

明治大学リバティアカデミー講座 

「登戸研究所： 
研究所と所員の戦後」 

こどもプラネタリウムまつり 

東芝未来科学館 科学実験ショー 

「空気のサイエンスショー」 

平成 28年度短期講座  
針金で小物づくり≪全 5回≫                                                              

わらを編んで､かかとがない「ぞ
うり」を作ります｡ 
日時:7/24(日)10:00～13:00 
会場:日本民家園 
対象･定員:小学 3 年生以上と保護

者 10組 

 

 

 

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。 
 

≪ キッズ ≫ 
 
夏休み親子体験講座 

わら細工「あしなか」 

 ①天文サポーター研修会(全 5回) 

 ②第 2回 星空教室「木星の観測」 
「木星の観測」 

 

スマートフォン・タブレッ
ト何でも相談講座 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大山街道ふるさと館        044(813)4705 

◇第１回企画展「趣味の作品展」 

  高津区内の老人クラブの会員が趣味の教室など

で創作した絵画・陶芸・書道・編み物などを展示し

ます。 

日時:6/17 (金)～6/20(月)  

10:00～17:00 

会場:大山街道ふるさと館 

展示室（１階） 

◇第２回企画展 

上田恒三氏寄贈史料から 「維新動乱期の溝口の

当時の様子」 

日時:6/25(土)～7/31(日) 10:00～17:00 

会場:大山街道ふるさと館 1階 会議室 

○企画展記念講演会 

日時:7/17(日)10:00～12:00 

対象・定員:どなたでも 60名 

申込:6/20(月)から電話、 

Faxまたは窓口で 

参加費:500円(資料代含む)  

 

 

 

 

 

 

 

川崎市青少年地域間交流事業    
☆2016年度 ふれあいサマーキャンプの参加者募集 

夏休み、大自然の中で素敵な体験が皆さんを待っています。川崎市の 

代表として楽しい文化交流を体験してください。 

 

 

 

申込みは FAX・ハガキ・E メールで！!   

申込みの際は、希望者全員(2名以内)の

氏名(ふりがな)、住所、電話番号、性別、

生年月日、学校名、学年、希望コース(第

2希望まで)を明記し下記までお送りく

ださい。定員を超えた場合は抽選となり

ます。5 月 20 日(金)～6 月 3 日(金)必着 

公開抽選：6/11(土)15:00  川崎市生涯

学習プラザにて 

参加者説明会：6/25(土)川崎市生涯学習

プラザ｡参加者は､保護者同伴で出席して 

下さい。①10:00～11:30 長野県･岩手県コース ②14:00～15:30島根県･和歌山県･北海道コース 

〈7/2(土)参加者説明会予備日(川崎市生涯学習プラザ) 13:30～15:00〉 
【あて先】 〒211-0064 川崎市中原区今井南町 28-41川崎市生涯学習財団 サマーキャンプ係 
      Fax044-733-6697  Eメールアドレス summer-camp@kpal.or.jp 
【問合せ】(公財)川崎市生涯学習財団 事業推進室 ℡044-733-5572(月～金)WEBサイトでも紹介しています。 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

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 

コース名 日程 募集人数 参加費(予定) 

ょ定) 島根県 

益田市 
7月 23日(土)～ 

7月 26日(火) 
小学生 14人 
中学生  6人 

45,000円 
47,000円 

和歌山県 

古座川町・太地町 
7月 26日(火)～ 

7月 29日(金) 
小学生 16人 
中学生  8人 

39,000円 
52,000円 

長野県 

富士見町 
7月 30日(土)～ 

8月 2日(火) 
小学生 30人 
中学生 10人 

20,000円 
22,000円 

岩手県 

花巻市 
8月  2日(火)～ 

8月 5日(金) 
小学生 16人 
中学生  8人 

40,000円 
51,000円 

北海道 

中標津町 
8月 17日(水)～ 

8月 20日(土) 
小学生 16人 
中学生  8人 

54,000円 
57,000円 

 

▲参加対象:市内在住、在学の小学校 5年生～中学校 2年生。※参加費は、 
集合(解散)からの往復交通費・宿泊・食事代・保険料を含む。雨天決行｡ 

・ 

 

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: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。 

子ども夢パーク              044(811)2001 

◇まいにちがプレーパークの日! !  

７日間まいにちたき火と工 

具が使えます！ベーゴマやけ 

ん玉などのむかしあそびもで 

きるよ。 

日時:5/5日(木)まで 

対象:どなたでも 

◇親子でもっとあそぼう会 
  プレーパークで一緒に遊びませんか？ 汚れても良 

い格好で来てください。5/11は缶オーブンです。焼き 

たい物をお持ちください。6/8はどろんこ遊びです。 

日時:5/11(水)､ 6/8(水) 10:30～13:00 

対象:乳幼児親子 

◇夢パまつり 2016 
夏の恒例、水あそびスペシ 

ャルを楽しもう！ タオルや 

着がえをお持ちください。 

日時:7/18(月･祝)  

対象:どなたでも 

≪各イベント共通事項≫ 

申込:当日会場に直接お越しください 

参加費:無料 

 

 

【川崎市生涯学習財団からのお知らせ】  

夏休みの特別講座 たのしいキッズセミナー 
対 象 小学校 3年生から 6年生まで 
期 日   平成 28年 7月 25日(月)～7月 29日(金)の 5日間 (午前 10時から 12時、午後 1時から 3時) 

場 所   川崎市生涯学習プラザ  

指導者   「認定ＮＰＯ法人教育活動総合サポートセンター」に登録された、市内公立学校を経験した先生方 

講座内容  おもしろ科学、社会科ふしぎ発見、算数レベルアップ、 
日本語を楽しもう、造形教室、英会話、パソコン、など 

申込方法  申込書に記入し、Faxか郵送、又は直接財団へ。(6月 1日･水～6月 28日･火まで) 

受講料    各講座とも 1回 1,100円(その他 保険料など) 
問合せ先  (公財) 川崎市生涯学習財団事業推進室 ℡044-733-6626 

 

 

 

配布物 内容 問合せ 

ウォーキングガイド 

(28年 3月に発行) 

川崎区の駅伝をたどろうコース 

異国文化に触れようコース  他 7コース 

川崎区役所保健福祉センター衛生課 

TEL:201-3217 

さいわい歴史散歩コース

マップ 

南河原地区コース 1 

御幸地区コース 1  他 5コース 

幸区役所地域振興課 

TEL:556-6606 

なかはら歴史と緑の散策

マップ 

歴史の道探索 中原街道コース 

七福神めぐり  他 4コース 

中原区役所地域振興課 

TEL:744-3324 

高津区を歩こう 

～高津区も歩いてみれば 

楽しいですよ～ 

大山小径で大山詣り(大山街道コース) 

緑と畑とお地蔵さん(久末コース) 

他 4コース 

高津区役所地域振興課 

TEL:861-3133 

宮前ガイドマップ 
たちばなの里・野川コース 

長尾・神木コース  他 4コース 

宮前区役所地域振興課 

TEL:856-3125 

多摩区ガイドマップ 
二ヶ領宿河原用水コース 

生田緑地コース  他 3コース 

多摩区役所地域振興課 

TEL:935-3239 

あさおウォーキング 

マップ 

多摩線沿線地区コース 1 

柿生・岡上地区コース 1  他 12コース 

麻生区役所地域みまもり支援センター 

TEL:965-5157 

◎各区では、ウォーキングのおすすめコースを紹介したマップを無料配布しています。 

◎各区役所で配布しているほか、ホームページからダウンロードできるものもあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウォーキングは、すべての運動の基礎となり、運動不足の解消、生

活習慣病の予防、脂肪の燃焼等にも繋がります。運動強度もそれほ

ど高くなく、年配の方や運動が苦手な方にも気軽に楽しめるスポー

ツとして、また周りの景色を楽しんだり、歴史散策を 

したりして歩くことでストレスを解消したりと､ウォーキングをする人の数は年々増え続けています｡ 

そこで今回は、ウォーキングのおすすめコースのマップを紹介いたします。皆さんも楽しみながら、 

健康のために取り組んでみませんか！(詳しくは、お問合せ下さい) 

  

 

 

健康のために… 
 

 

 

mailto:summer-camp@kpal.or.jp
http://www.kpal.or.jp/

