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「お大師さま」とよばれているように、本尊は真言宗の開祖・弘法大師空海の木像です。
正式の名は、金剛山金乗院平間寺です。初詣には毎年 300 万人もの参拝者が訪れます。

〈川崎百景〉さとう菊夫シリーズ⑤　金剛山平間寺1980年　アクリル

20 数年～ 40 年ほど前の川崎の四季、田園風景、名所、茅葺の民家、寺社仏閣等を描い
てこられたさとう菊夫さんの作品をシリーズでお届けします〔 〔
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緑で健康と地域の歴史をつなぐ
さいわい加瀬山の会

童謡 ･唱歌 ･伝承行事を次世代へ
麻生童謡をうたう会

　幸区市民健康
の森「さいわい
加瀬山の会」
（以後「本会」
と略します）
は、2003（平成

15）年 2 月に設立し今年 14 年目を迎えました。毎月第
1日曜日、第2・第3水曜日の午前9時30分～11時30分、
夢見ヶ崎公園内の下草刈り、樹木の剪定、花壇・畑の整
備等を行っています。10 月 2 日は、公園内の芝生広場
と日吉小学校側の階段の整備を行いました。
　会長の成川七郎さんに活動をしていてよかったこと
を伺いました。子どもたちから、
「ごくろうさまです。いつもきれい
にしてくださり、ありがとうござい
ます。」と声をかけられ心があたた
かくなりました。また、小学校の道
徳の授業で、会の活動をとりあげて
もらい、作業の様子や児童たちから
の感謝の言葉が記されたノートを各
クラス一冊ずつ贈呈してくれたこと
に感動しました。以前は、花見の時期にだけ、大勢の人

　麻生童謡をうたう会（以後「同会」と略します）は、
柿生小学校の音楽室や柿生駅近くのダンススタジオを会
場として、毎週土曜日に練習をしています。
　取材時、同会は10月2日に開催される「あさお合唱フェ
スタ」で歌う「メヌエット・菊の花」「浜辺の歌」を練
習していました。10 月の前半だけでも 4つのイベント
出演の予定が入っていました。
　1992（平成 4）年 11 月設立以来、24 年にわたる活動
を続けています。コンサートや音楽祭に出演しており、
多くのメディアにとりあげられています。会員は 46 名
（平成 28 年 11 月現在）です。
　麻生文化協会主催の文化祭「あさお古風七草粥の会」
では、日本の正月の歌と伝承遊びを毎年披露していま

す。さらに、歌うことを通して施設訪問を積極的に行い、
多くの高齢者や障害者と交流するなど福祉活動にも力を
注いでいます。
　海外との交流も精力的に行っており、オーストリア・
ハンガリー・トルコ・韓国・インド・ロシア・オースト
ラリア・ニュージーランド等、多くの国々に訪れ公演・
交流を行ってきました。川崎市の友好都市（オーストリ
ア ザルツブルグ・韓国 富川市）から合唱団が来日した
際には親善コンサートに出演しています。
　同会は、日本に伝わる童謡・唱歌・伝承行事を次世代
に伝え残すこと・歌うことを通して、地域や社会と連携
を持ち、歌のまち・福祉のまちの心を広めることを目的
としています。

　代表の菅原敬子さんは、同会の
活動により童謡や唱歌が見直され
る機会が増えたこと、インドの公
演で、現地のみなさんが日本語で
日本の歌を一生懸命歌う様子を見
て涙が溢れたこと、曲に情感がこ
もるように、曲の作られた場所や
時代背景等の研修も併せてすすめ
ていること等、話してくださいま
したが、若い世代へつないでいく

ことや練習会場を確保することが課題となっているとの
ことです。童謡を歌いたい方におすすめです。

が集まっていましたが、最近は、一年中咲いている花を
見に、ベビーカーを押した家族連れも増えてきたそうで
す。区から花の苗を 1500 株もらい、それを育てて苗を
増やすこともすすめていることも話してくださいまし
た。
　年間を通した活動として、①環境フェアや区役所等で
の活動発表・パネル展示　②動物園まつりで竹遊具・工
作体験　③公園緑地協会「花と緑のフェア」に参加　④

小学校の総合学習の援
助（補習）等を行って
います。 
　毎年 11 月には、近隣
の小学校 4校（日吉小・
夢見ヶ崎小・南加瀬小・
小倉小）の児童と教職
員による公園内の花壇

への花植え作業をしています。
　本会を紹介するビデオ、緑で地域の歴史をつなぐ「さ
いわい加瀬山の会」の活動（7分 16 秒）をインターネッ
トでも視聴することができます。
　本会の活動により、目に見えて加瀬山の緑がよくなっ
ており、市民健康の森の目的でもある「緑の保全・緑化
の推進や、健康とレクリエーションの場」として市民に
利用されています。

■問合せ　成川 七郎さん　℡044-588-0357

■問合せ　菅原 敬子さん　℡ 044-988-5032

▲近隣の小学生と花壇の花植え

▲菅原 敬子さん

▲成川七郎さん

▲下草刈と剪定

▲ふだんから心を込めて練習（毎週土曜日）
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郷土愛を育み 地域の活性化を図る
NPO法人かわさき歴史ガイド協会

ホームページから、モデルコースガイド申
請も可能になりました！

　NPO法人かわさき歴史ガイド協会（以降「同協会」
と略します）は、川崎（川崎区）に残る数多くの史跡や
産業文化遺産を多くの方たちに知ってもらい、後世に伝
え残そうと活動しています。
　同協会は、2000（平成 12）年 4 月、川崎市初の本格
的ガイド団体「かわさき大師観光ガイドの会」として
発足しました。その後、2004（平成 16）年 10 月には 
NPO 法人に改組し名称を「かわさき歴史ガイド協会」
に変更して現在に至っています。会員は 65 名（平成 28

年 11 月現在）です。
　主な活動は、①市民、
団体への歴史・史跡ガ
イドの実施　②「東海
道かわさき宿交流館」
の展示物解説ボラン
ティア　③川崎市観光

案内所、川崎大師観光案内センターの案内業務　④川崎
区内小中学校の郷土史学習支援（歴史・史跡ガイド、講
師派遣）等　⑤各地域団体開催のイベント支援（川崎
大師スタンプラリー、お祭りの協力） ⑥行政との協働事
業、区民会議、大型イベント「東海道川崎宿 2023（川
崎宿成立 400 周年）」への参加等です。
　9月 23 日、あいにくの雨でしたが、市外から依頼さ
れた川崎大師境内の建立物の見学に同行しました。巡回
したコースは、「大山門」「海苔の養殖石碑」「六字名号
塔」「弘法大師道標」「遍路大師尊像」「八角五重塔」「宝
篋印塔（ほうきょういんとう）」「薬師殿」等で、同協会
の代表の吉野さんのエピソードを交えたガイドを聴き、
大師境内にあるひとつひとつの建立物には大切な意味の
あることを知りました。

　依頼のガイドが終わって
から同協会の吉野さん、原
さん、上野さんにお話を伺
いました。
　ガイドをしていてよかっ
たことは、コミュニケー
ションの広がりや、自分た
ちの説明を一生懸命聴いて

くれる見学者がいることだそうです。また、年代を含め
歴史は新説も出てくるので断定的なガイドをしないよう
に心がけていること、分かりやすい説明や質問にもス
ムーズに答えることができるように日々学び研修してい
ること、また同協会の継続のためには、後継者の育成が
喫緊の課題となっていること等を伺うことができまし
た。地域史の掘り起こし・継承とガイド活動を通じて、
郷土愛を育み、地域の活性化および観光振興に寄与する
真摯な姿勢に感銘を受けました。　

　今年の 9月からは、ホームページも立ち上げ、「企画
コース」や「モデルコース」の紹介をしています。ホー
ムページから「モデルコース」のガイド申込もできるよ
うになりました。

　「企画コース」は、事
前予約無しで東海道か
わさき宿交流館を起点
に 1 時間ほどで、江戸
時代の川崎宿の「ミニ
散策」を楽しむことが

できます。東海道かわさき宿交流館開館日の午前 11:00
～ 12:00 と午後 1:30 ～ 2:30 の一日 2回あります。（※出発
時刻10分前までに交流館入口へ集合、先着10名まで。100円/1人）
　モデルコースは 4つのおすすめがあり、川崎の歴史を
再発見することができます。どのコース（500 円 /1 人）
も所要時間は約 2時間 30 分程で、見学者の希望でアレ
ンジが可能です。

【モデルコース】全て約2時間 30分程

①「川崎宿めぐり」
東海道かわさき宿交流館 → 宗三寺 → 一行寺 →田中本陣
跡 → 万年屋跡 → 六郷の渡し → 真福寺 → 稲毛神社 → 
問屋場跡 → 高札場 → 佐藤本陣跡 → 妙遠寺 → 小土呂橋
跡 → 教安寺 → 芭蕉の句碑 → 無縁塚 → 京急八丁畷駅

②「大師道めぐり」
京急港町駅 → 六郷の渡し → 徳泉寺 → 医王寺 → 河港水
門 →池言坊 →若宮八幡宮・金山神社 → 京急発祥の地碑 
→ 馬頭観音 → 明長寺 →川崎大師平間寺 → 瀋秀園 → 京
急川崎大師駅

③「ご利益めぐり」
京急川崎大師駅 →大師稲荷神社 →千蔵寺 → 法栄寺 → 
水神社 → 田町稲荷神社 → 田町厳島神社 → 日ノ出厳島
神社 → 塩浜神明神社・塩釜神社 → 四谷義田稲荷神社 → 
汐留稲荷神社 → 弁天神社・八海山神社 → 石観音 → 藤
崎願掛け地蔵 → 川中島神明神社 → 京急川崎大師駅

④「田島めぐり」
京町バス停 → 大町 → 畑家墓所と伝源頼政塚 →円能院 
→ 日枝大神社 → 成就院 →新田神社 → 皐月橋道標 → 大
島八幡神社 → 真観寺 → 了延庵 → 中島八幡神社 → 遍照
寺 → 延命地蔵尊 →京急港町駅

【モデルコースの申込方法】
　①電話　②FAX　③電子メール　
　④ホームページ「専用申込フォーム」

■問合せ  かわさき歴史ガイド協会
　℡ /FAX 044-221-9117
　E-mail kawasaki-gaido@bz04.plala.or.jp
　ホームページ http://www.kawasaki-gaido.net

▲川崎市観光案内所

▲上野さん・吉野さん・原さん

▲東海道かわさき宿交流館
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　外語ビジネス専門学校は、1948（昭和 23）年に川崎市民米語学校とし
て創立し、約 70年近くの語学教育の歴史と実績をもつ専門学校です。貿
易・航空、英語コミュニケーション、海外留学サポート、ホテル・ブライ
ダル・観光、グローバルメディア・ICT、ビジネス日本語等、様々な分野
の専門スキルを身につけることができます。生涯学習サポートとして、「履
修科目相談」は、昼間部・夜間部を問わず、学びたい内容・予定・予算に
応じて自由に履修相談ができます。学歴や年齢による履修条件はありませ
ん。「履修認定制度」は、定められた出席時数・成績を満たす場合、専門
課程の単位履修認定が可能です。「資格取得」は、各種資格検定の団体受験、
校内受験が可能です。他に、TOEIC IP、TOEIC SW、TOEFL iBT、実用英
語技能検定、IT パスポート試験（国）、基本情報技術者試験（国）、MOS
等実施しています。
　川崎市教育委員会と連携した公開講座を実施しており、毎年 12月（今
年は 12月 3日）には、「外国人と英語であそぼう」を開催し、外国人講
師と一緒にゲームをしたりおやつを食べたりしながら英語や文化に親しみ

ます。「国際交流会」は 2017（平成 29）年
1月 28 日 14:00 ～ 16:00（無料）、専門学
校で学ぶ留学生とクイズやゲームを通じて交
流し異文化理解を深めることができます。

　今回の特集では、テレビやラジオ、インターネットを通じて、通信教育で自宅に
居ながらにして生涯学習を学ぶことができる放送大学、様々な資格を取得できる講
座を開催している外語ビジネス専門学校と専修大学、市民向けの演奏会や公開講座
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り、楽典や聴音を
始め、音楽史等を
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す。
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■問合せ
放送大学（本部） 
〒 261-8586 千葉市美浜区若葉2-11
℡ 043-276-5111

■問合せ
外語ビジネス専門学校CBCキャリアカレッジ
〒 210-0007川崎区駅前本町22-1
℡ 044-244-3111 FAX 044-244-1166

■問合せ
専修大学 〒 214-8580 多摩区東三田2-1-1
 エクステンションセンター
 ℡ 044-911-1268 FAX 044-900-7820
 Email:s_exten@acc.senshu-u.ac.jp
  大学院事務課 KSソーシャル・ビジネス・アカデミー
 ℡ 044-922-9384 FAX 044-911-1299
 Email:kscba@acc.senshu-u.ac.jp

■問合せ
洗足学園音楽大学
〒213-8580 高津区久本2-3-1
℡ 044-856-2713　

■問合せ
昭和音楽大学演奏センター　
〒215-8558 麻生区上麻生1-11-1
演奏会担当　℡ 044-953-9865
講座担当　℡ 044-953-9849

洗足学園音楽大学 昭和音楽大学

放 送 大 学
生涯学習の中核的な役割を担う通信教育大学

年間200公演を超える演奏会 多彩なコンサート＆公開講座を開催

外語ビジネス専門学校
各種の資格取得や履修認定が可能 知的財産を積極的に社会に還元

　専修大学では、生涯学習への取り組みとして、学部・大学院への社会人
の受入れ、科目等履修生等の受入れをはじめ、市民に向けては高等教育機
関が有する知的財産を積極的に社会に還元することを、大学の社会的責任
（使命）と自覚し、各種公開講座・講演会・シンポジウム等を開催してい
ます。（開催日等は、ホームページまたはお問合せを）
　市民向け講座「歴史を紐とく」の講座は2016（平成 28）年度で 15回
の節目を迎えました。今年は『古代の祭祀と儀礼の諸相－古代への接近－』
テーマに（10月開催）全 6講座を開講し、参加費無料（定員400名）で
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少子高齢化・環境問題・貧困等、多様な社会的課題の解決にビジネスの手
法を活用する取り組みについて体系的に学ぶことができます。2017（平
成 29）年 1月には公開講義「CSRとソーシャル・ビジネス」を実施します。

専 修 大 学

大学等で学ぼう 市民向け講座②
学び続ける楽しみを味わい、自己啓発するために

▲神奈川学習センター

▲東京渋谷学習センター

▲前田ホール

▲テアトロ・ジーリオ・ショウワ

▲外語ビジネス専門学校（本館）
▲専修大学生田校舎

特集
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　2006（平成18）
年4月に開館した
宮前スポーツセ
ンターは、「みん
なで やろう まい
にち えんじょい 
スポーツ」を合言葉に、スポーツデー（スポーツ系・健康
体操系）やスポーツ教室を開催して、地域の方々へ身体を
動かすことの楽しさ、健康維持と仲間づくりができる施設
として、利用されています。
　市や区、地域のイベント等や、市民の「団体利用」「個人
利用」「教室への参加」等、高い頻度で活用されています。

■開館時間 8:45～21:30
大体育室 小体育室 研修室1・2
　午前　 9:00～12:00
　午後1 12:10～15:10 
　午後2 15:20～18:20 
　夜間 18:30～21:30
トレーニング室 9:00～21:30 
スポーツデー 9:00～21:00 
※大体育室の2階の回廊は、
ランニングコースとして使え
ます。駐車場 8:30～21:45
■駐車場47台

　教育文化会館大師分館は川崎図書館大師分館との複合施設、プラザ
大師として1995（平成7）年11月にオープンし、地域のみなさんの自主
的な学習・文化活動の拠点となる施設です。
　市民館と図書館の機能を兼ね備え、幅広い生涯学習に対応しており、
生活の中で「つどい」「まなび」「ひろがる」社会教育施設として親しまれ
ています。
　今年度は、子育て啓発支援事業として、乳幼児と保護者の情報交換
のための自由な遊び場である「こそだてひ
ろば“だいし”」や、課題別連携事業として
宮川病院と「糖尿病」「認知症」等の公開講座
も実施しています。また、シニアの社会参
加支援事業として運動を通した健康づくり
の講座等も予定しています。

　プラザ大師は、学習室（第1･第2）、実習
室、和室、児童室、談話室があります。図
書館には、一般図書と児童図書を合わせて
約50,000冊の蔵書を所有しており、川崎大
師関係の資料もたくさん揃えています。
　毎週水曜日
14時30分～15
時10分、幼児・
小学生向けに
「おはなし会」
を開催してい
ます。

　高津市民館は、溝口駅北口地区再開発に伴い、1997( 平成 9)
年に現在の川崎市男女共同参画センター（すくらむ 21）からノ
クティ 2ビルに移転し、来年 9月に 20 周年を迎えます。
　館内には、600 人規模の催し物ができる大ホールや、会議室、
音楽室、視聴覚室、和室、料理室、
体育室などがあり、高津区の生涯
学習活動の拠点施設として、連日
多くの同好会、各種サークル等の
市民団体が利用しています。なお、
大ホールや大会議室、ギャラリー
などは抽選会を行って利用者を決
定しています。

　高津市民館では会議室等の貸出のほか、識字
学級や平和・人権学習、家庭・地域教育学級、
シニアの社会参加支援事業や、市民と市民館が
協働で実施する市民自主学級・市民自主企画事
業や高津区地域課題対応事業等を行っています。
　12 月から 3 月は、コンサートが目白押し。
防災や介護を男女平等の視点で考える講座も。
詳しくは、市民館だよ
り、区ホームページ等
でお知らせしています
ので、ぜひ参加してみ
てください。

川崎市宮前
　スポーツセンター

JR南武線武蔵溝ノ口駅・東急田園都市線溝の口駅からバス
15分「犬蔵」下車徒歩5分　東急田園都市線宮前平駅より
バス10分「犬蔵」下車徒歩5分　　℡ 044-976-6350

宮
前
区

教育文化会館大師分館 京浜急行川崎大師駅下車徒歩2分  ℡ 044-266-3550
川
崎
区

川崎市高津市民館 JR南武線武蔵溝ノ口駅・東急溝の口駅  下車徒歩２分
ノクティ2ビル　11・12階　℡ 044-814-7603

高
津
区

地域の課題やニーズに合わせた事業を展開　駅近で便利、様々なタイプのお部屋を貸し出し

▲大師分館 (プラザ大師 )入口 ▲川崎図書館大師分館

施設全景▲ ▲ボルダリング

▲トレーニング室

みんなで やろう まいにち えんじょい スポーツ いろいろなスポーツが楽しめる施設

市民館分館と図書館の併設された地域コミュニティ施設 貸室 ･図書室の利用

▲高津市民館受付前
▲和室

市内公的施設等の紹介
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あ と が き

「夢や勇気や優しさに出会えます」
5周年を迎えた
川崎市　藤子・F・不二雄ミュージアム

平成28年7月9日(土)～平成29年6月30日(金)までの1年間【全３期】

5周年特別企画 「ドラえもん名作原画展 ミュージアムセレクション」

　「川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアム」が、2016（平成 28）年 9月 3日で 5周年を迎えました。
　漫画家の藤子・F・不二雄（本名：藤本弘）さんは、長年多摩区の生田に住み、「オバケのＱ太郎」「パーマン」「ド
ラえもん」「キテレツ大百科」「エスパー魔美」等の人気漫画を生み出しました。
　14 歳の頃、藤本さんは手塚治虫さんにファンレターを出しました。「しっかりしたタッチで将来がたのしみです」
と直筆のハガキを受け取り、そのハガキを生涯大事に保管しました。ハガキは現在、当ミュージアムで展示されて
います。ドラえもんたちも、来館をお待ちしています。　

川崎市　藤子・F・不二雄ミュージアム 小田急線・JR南武線登戸駅から
バス約10分　℡ 0570-055-245

▲ミュージアム全景

▲展示室Ⅰ

■交通
　登戸駅より直行バス（有料）　　
　JR南武線宿河原駅下車徒歩 15 分
　小田急線向ヶ丘遊園駅下車徒歩 16 分
■開館時間　10 時～ 18 時（火曜と年末年始は休館）
■入場料 大人 1,000 円、中高生 700 円、子ども（4歳以上）500 円、3歳以下無料
■チケット購入方法　ローソンで購入可（※ミュージアムでは購入できません。要注意です）
■入館時間 ① 10 時 ② 12 時 ③ 14 時 ④ 16 時の一日 4回、日時指定の予約制

2016年度　川崎市生涯学習プラザ　

「冬の☆キラリ文化教室」 のご案内
　 講座・教室名 日　　程 曜　日 時　間 回数 受講料 /教材費
1 楽らく歌の教室 2/7･14･21、3/7･14 火曜日 13:20 ～ 14:50 5 4,500 円 / 実費
2 メディカルハーブ＆アロマテラピー 2/14･28、3/7 火曜日 10:00 ～ 11:30 3 2,700 円 / 実費
3 風景写真教室～入門編～

大倉山公園実習 2/9･16、3/9 木曜日 14:00 ～ 16:00 3 2,700 円 / 実費
4 色えんぴつ画入門 2/20･27、3/6　 月曜日 14:00 ～ 15:30 3 2,700 円 / 実費
5 完璧を目指さない片付け術 2/9･23 木曜日 10:00 ～ 12:00 2 2,000 円

6
歴史散歩～大森・馬込編～
尾崎士郎・龍子・山王草堂
各記念館めぐり

3/17･24 金曜日 10:00 ～ 12:00 2 2,000 円
（保険料込）

＜申込＞            ＜会場＞生涯学習プラザ会議室 他  ＜定員＞各教室 20名程度
☆受付：各教室とも 1月 16日（月）午前 9時より先着順にて
☆対象：15歳以上の方　　☆方法：①直接プラザ窓口　②☎ 044-733-6626
☆受講料払込のご案内：1月 17日以降に郵送
☆受講応募が少ない場合は中止になることもあります

©Fujiko-Pro

（9：00～ 16：30）

　　　　　　　　　　　放送大学の情報番組「大学の窓」（インターネットでも視聴可）で、広島学習センターの
全科履修生の紹介を見ました。戦争や育児のために、学びたくても学ぶことのできなかった時代に育った方が、
放送大学の学生として、講座を繰り返し見ながらノートに色分けする姿から、今、学べる環境を上手に利用して
いる様子が伝わってきました。
　いろいろな事情で直接会場へ行けない方も含め、通信教育で「学ぶことの楽しさ」を味わい「自己啓発」でき
る可能性のあることを知ることができました。
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お問い合わせ・提出先

こんな人は是非、登録を！

こんな人は是非、登録を！

どんなグループが登録しているの？

どんなグループが登録しているの？

登録方法

検索

　詩吟、ダンス、ヨガ、合唱等、豊富な経験や資格がある
方だけでなく、これから指導者として活躍したいと思っている
方も登録しています。生涯学習プラザで開催している「キラリ
文化教室」や「スポーツ教室」の先生も登録しています。
※連絡先をホームページに掲載ご希望
　でない場合は、川崎市生涯学習財団
　を連絡窓口にできます。

、

かわさきの生涯学習情報
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