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

≪文化・教養≫
「パソコン講座」
仕事に活かすパソコンスキル
を習得するための講座です。短期
集中型講座のため、今すぐ学びた
い方にお勧めです。◆１日コース
（６時間）と２日コース（３時間
×２日）があります。◆初心者パ
ソコン、スマートフォン、ワード、
エクセル、ホームページ、パワー
ポイントなどの講座があります。
【注】使用パソコン：Windows7
・Office2010。
日時:講座により日程が異なりま
す。◆パンフレットもございま
すので、ご希望の場合は、郵送
いたします。◆１日コース：
9:00～16:00（休憩 1 時間）◆
午前コース 9:00～12:00
午後コース 13:30～16:30
申込:窓口､電話､ホームページで
受講日の１週間前まで受付て
おります｡（以降のお申込みに
ついてはお断りすることがあ
ります。）◆電話:希望講座と日
時、氏名・電話番号（日中ご連
絡がつく番号）｡受付時に講座
の開催が未定の場合、開催１週
間前までに開催有無について
ご連絡をいたします。（定数に
満たない場合は、中止をさせて
いただくことがあります｡）定
員になり次第、締め切り。
料金:受講料（テキスト代込）は、
講座により異なります｡◆６時間:
10,000 円､１日コース･２日コース
（午前３時間×２日、午後３時間×
２日）◆３時間:5,000 円・午前コ
ース・午後コース
会場･問合せ:産業振興財団(会館)
℡548-4121

中原区は人口が増大し、
新しくこの
地に来られた方とのコミュニティ
ーや若い世代の方々との交流に繋
げます。
年３回の情報交換の場とし
てのフォーラムと、
年１回のシンポ
ジウムを行います。発表は５テー
マ。基調講演:明治維新～丸子橋の
できるまでの中原(明大・渡辺先生）
日時:3/15(水) 13:30～16:30
会場:エポックなかはら
申込:不要
問合せ:実行委員長 野口英雄
℡766-1417

中野島和太鼓クラブ 風
25 周年コンサート「風舞」
1992 年中野島こども文化セン
ターの和太鼓教室からスタート
した親子参加のクラブで、小学生
から 80 歳まで幅広い年齢層です。
受験や部活動で数年間お休みし
ても、社会人になっても太鼓が好
きで戻ってきてくれる子ども達
（？）がいます。そして、いよい
よ 25 周年コンサート！春風、そ
よ風、旋風・・・それぞれの風を
思い描き、感謝の気持ちを込めて
演奏します。
日時:4/30(日)15:00 開演14:30 開場
会場:多摩市民館大ホール
申込:電話でチケット申込
料金:指定席 1500 円
自由席 大人 1000 円
小･中･高･障がい者 500 円
申込･問合せ:中野島和太鼓クラブ風
℡090-7712-5060(梶原)

「待ってました！喬太郎」

ています。今回は、おなじみ柳家
喬太郎、若手女性落語家の春風亭
ぴっかり☆、声帯模写の江戸家小
猫他が出演します。イベントの収
益金は 24 時間対応相談活動に活
用させて頂いています。
日時:4/22(土)13:30～
会場:エポックなかはら
対象:未就学のお子様はご遠慮下
さい。
申込:不要
料金:3,500 円(当日 4,000 円)
全席指定
問合せ:川崎いのちの電話事務局
℡722-7121

休日を楽しもう！身体障害者
のためのおはなし会
・・・なかなか外に出られないと
思っている方・・・大迫力の大型絵本
や紙芝居をみにきませんか？読み聞
かせはヒーリング効果があるといわ
れています。身体障害をお持ちの方が
外に出るきっかけのおはなし会です。
手話通訳付・磁気ループ対応していま
す。ボランティアサークル「おはなし
会 よつば」が実演を行います。実演
終了後はみなさんとお茶をともにし
ながら、ちょっとした交流会を開きま
す。付き添いの方も是非ご一緒に。ご
参加をお待ちしています！！
日時:3/12(日)10:30～12:00
対象･定員:身体障害者の方｡市内
在住､在勤､在学の方｡ 定員 20 名
申込:窓口､電話､Fax 3/5(日) 17:00
まで
定員になり次第、締切
会場･問合せ:北部身体障害者福祉
会館 ℡811-6631 Fax811-6517
夜の民家園

～古民家と桜のライトアップ～
川崎いのちの電話開局 30 周年
宿場・信越の村エリアの開園時
チャリティー寄席
間を延長し、古民家をライトアッ
「川崎いのちの電話」では、約
プします。荒天中止。
中原地域シンポジウム
200 人の電話相談員がボランティ
日時:4/1(土)・2(日)
アで、年中無休、24 時間体制で電
中原地域フォーラム＆シンポ
9:30～20:00(入園は 19:45 まで)
話を受けています。できるだけ多
ジウムという組織を立ち上げま
申込:不要
くの皆様にこの活動を知って頂
した。地域のことを考え活動する
料金: 入園料のみ
団体相互の連携や研鑽を目的と
き、支えて頂くために、毎年 2 回
会場･問合せ:日本民家園
しています。
チャリティーイベントを開催し
℡922-2181

て
誌面の都合上、川崎市・川崎市立等の標記は、省略させていただいております。また対象・定員の記載のない
ものは、どなたでも参加できます。料金の記載のないものは、無料です。


開園 50 周年記念伝統芸能公演

「祝（いわい）」
日本民家園の開園 50 周年を記念
し、川崎市内の「祝」の伝統芸能を
公演します。詳細は決まり次第 Web
サイト等でお知らせします。

開催日:4/29(土祝)
料金:入園料のみ
会場･問合せ:日本民家園
℡922-2181
開園 50 周年記念特別展

「日本民家園“今昔”ものがたり」
昭和 42 年 4 月 1 日に開園した
日本民家園は、今年で開園 50 周
年を迎えます。これを記念し、民
家園のこれまでの歩みを振り返
ります。
日時:4/29(土祝)～11/26(日)
開園時間中見学自由
展示解説 5/13､6/10､7/8､8/5､
9/9､10/28､11/11 各土曜日
14:00～14:20 当日参加自由
申込:不要
料金:入園料のみ
会場･問合せ:日本民家園
℡922-2181

公開講座慶應外語・日吉特別
講座（春学期）＜英語・ドイツ
語・フランス語＞
TOEIC®や TOEFL®の試験対策や
会話・文法など、英語・ドイツ語・
フランス語のレベル別の講座を開
設しています。今期より英語の「基
礎」講座、
「初級」講座も開講され
ます。
開講期間:4/17(月)～7/14(金)
18:30～20:00
場所:慶應義塾大学日吉キャンパス
対象:中学校卒業以上の方
申込:オンライン登録､郵送
3/10(金)13:00～3/31(金)詳細
は web サイトをご覧ください｡
定員になり次第、締切
料金: 30,000 円(12 回)
52,000 円(24 回)
問合せ:慶應義塾大学外国語教育
研究センター
℡045-566-1030

たまりばフェスティバル 2016
歌あり、劇あり、ダンスあり。笑
いもあれば、涙もある！？個性の塊
のようなメンバー達が一から準備を
し、つくりあげます。何が起こるか
わからない、開けてみないとわから
ない。１年分の“えん”らしさが凝
縮された１日です。
“えん”の本気、
とくとご覧あれ！！！
日時:3/4(土)14:00～17:30 開場13:30
会場:男女共同参画センター
申込:不要
料金:小学生 100 円、中学生から 500
円､大人 1300 円 協力券 1,000 円
(＋300 円で入場可)
問合せ:NPO 法人フリースペースた
まりば
℡833-7562

≪ キ ッ ズ ≫
「春休み実験講座～小学生編～
身近なものを実際に作ってみよう」
明治大学の公開講座リバティアカ
デミー 生田キャンパス講座
小学生を対象にした実験講座にな
ります。身の回りには様々な“モノ”
があふれています。これらの“モノ”
を実際に自分の手で作ってみること
で、科学への興味を持ってもらうと
ともに、実際にモノ作りを通して自
分で作ることの感動を味わってもら
うことを目的とします。
日時:3/11(土)13:00～14:30
会場:明治大学生田キャンパス
対象:小学生と保護者(成人した兄
姉等も保護者とみなします｡)
申込:電話 3/3(金)まで 定員に
なり次第、締切
料金:一組 3,000 円(事前にお支払
いが必要です)
問合せ:明治大学リバティアカデ
ミー事務局
℡03-3296-4423

民家園こどもまつり
期間中、親子で楽しめる催しを
日替わりで開催します。詳細は決
まり次第 Web サイト等でお知らせ
します。
日時:5/3 (水祝)～5/7(日) 催し
により開催時間が異なります。
申込:不要
料金:入園料のみ
会場･問合せ:日本民家園
℡922-2181

≪

音

楽 ≫

平成 29 年度短期講座

「ジャズ入門」
ジャズの歴史や理論を学び、楽
しみましょう。講師 川村 善一氏
日時:5/18､6/1・15・29、7/13・27
(全木曜日)13:30～15:30(全 6 回)
対象･定員:川崎市内在住の 60 歳以
上で全回（6 回）出席可能な方
40 名【抽選】 持ち物：利用証
申込:窓口 3/1(水)～16(木)
9:00～16:00 ※82 円切手を持
参のうえ、受講を希望されるご
本人が窓口にてお申込み下さ
い。定員になり次第、締切
会場･申込･問合せ:宮前老人福祉
センター
℡877-9030

≪スポ－ツ・健康 ≫
平成 29 年度

脳と体のいきいき教室①
認知症とは何か、さまざまなト
レーニングを取り入れて予防法
を学びます。講師 健康運動指導
士 泉澤 佑輔 氏
日時:5/9･16･23･30､6/6･13･20･27
(全火曜日)14:00～15:30(全 8 回)
対象･定員:川崎市在住 60 歳以上
で全回出席可能な方｡ 25 名
持ち物：利用証、汗拭きタオル、
飲み物、動きやすい服装で｡
申込:3/3(金)～3/17(金)9:00～
16:00【抽選】 申込は必ず､本
人が 82 円切手持参のうえ、窓
口へ。休館日：日、祝祭日
料金:教材費 150 円
会場･問合せ:宮前老人福祉センター
℡877-9030

医療に関する市民向け公開講座
「病気を画像で診るとはどういう
ことか」
講師 市川 太郎 放射線科部長
日時:3/4(土)14:00～15:00
申込:不要
場所･問合せ:日本医科大学 武蔵
小杉病院
℡733-5181

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。掲載ご希望の場合は、当財団のホ－ムペ－ジよ
りお申込いただけます。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。

