
プラザ大師 検 索

〒210-0802　川崎区大師駅前 1-1-5  川崎大師パークホームズ２階   電話 266-3550　FAX 266-3554

教育文化会館大師分館

川崎図書館大師分館

ホームページ

１面：｢第42回教文まつり」ほか ２面：｢親子でわくわくハッピー探検ゲーム」ほか
３面：｢プラザ田島カフェ」ほか ４面：｢ワクワク人形劇」ほか

今月の内容

－ 1 －－ 4 －

◆当館には学級参加者用の駐車場がありません。公共交通機関もしくは近隣の有料駐車場をご利用願います。
◆ご案内の内容は、都合により変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

◆主催表記のないものについては、川崎市教育委員会主催になります。
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令和５（2023）年２月１日

新型コロナウイルス感染症対策のため予定が変更になることもございます。ホームページや直接お電話などでご確認ください。 
ご来館の際は、事前の検温とマスクの着用にご協力をお願いいたします。

川崎区大師駅前1-1-5 川崎大師パークホームズ２階

【家庭・地域教育学級】

不朽の名作絵本「三びきのやぎのガラガラドン」を人

形劇で楽しみませんか。お子さんはもちろん、大人も

見入っちゃいますよ。

【日　時】３月12日(日)　13:30～14:30 (13:10開場)

【会　場】プラザ大師　学習室

【対象･定員】未就学の子とその親及び

小学１、２年生　60人

【人形劇操演】人形劇団ポポロ

【費　用】無料

【申　込】２月19日(日) 10時から電話にて受付

（先着順）

【教文サークル連絡会】

今回のテーマは「つながり」です。教育文化会館で活動しているサークルが、日頃の活動成果を発表します！是非
ご覧ください！！
展示部門　俳句、書道、写真の作品展示。見学自由。
【会　場】教育文化会館　１階　イベントホール前の

ガラスケース
演技部門　コーラス、フラダンス、朗読、オカリナの発表。
【日　時】２月26日(日) 13:00～15:00 【会　場】教育文化会館　６階　大会議室
　※詳細は、教文まつりのチラシでご確認下さい。

一日体験会　抹茶体験  抹茶とお菓子の頂き方を体験します。
【日　時】２月22日(水)13時～15時 【会　場】教育文化会館　５階　茶華道室
【参　加】5人（当日先着順） 【費　用】無料 　　　　　　　【持ち物】白の靴下
【主　催】教文サークル連絡会／川崎市教育委員会
【地域コミュニティ学習・交流事業】

若者の学校外での発表の機会を作るために『かわさき春の文化祭』を開催します！川崎市に在住または在学で中学
生～25歳までの若者の展示作品や動画作品を募り、教育文化会館で展示・上映をします。
【日　時】３月25日(土)、26日(日)10:00～15:00 【会　場】教育文化会館　イベントホール
【対象･定員】自由来館（入場時にお名前等をご記入いただきます） 【費　用】無料（体験コーナーでは材料代が必要となります)
【体験コーナー】・己書道 筆文字体験　　・ＷＡＳＫ フェイシャル、ハンドマッサージ体験、若者肌ケア相談室

・簡単つまみ細工体験　　　※材料費がかかります。詳細はチラシやホームページで確認してください。 
【主　催】川崎市教育委員会　　　　 【実施機関】川崎区役所生涯学習支援課　　　　 【企画運営】カワハル企画部

★出展作品追加で大募集！ 詳しくは作品募集のホームページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症対策のため、予定が変更になることもございます。ホームページや直接お電話などでご確認くださ
い。ご来館の際は、事前の検温とマスクの着用にご協力をお願いいたします。

【家庭・地域教育学級】

さあ春です。じっとしてなんかいられない！

リトミックで楽しく動いて、元気にすくすく！

【日　時】３月26日　日曜日

第１回 10:00～10:20　第２回 10:40～11:00

【会　場】プラザ大師　学習室

【対象･定員】一人歩きができる未就学の子　各回15人

【リトミック指導】ふりーだみゅ。音楽教室　近藤実枝さん

石川宏美さん

【費　用】無料

【申　込】３月５日(日) 10時から電話にて受付

（先着順）

◆ご案内の内容は変更になることもございます。あらかじめご了承ください。

【青少年教室事業】

マンガの描き方を学びながら仲間づくりをします。
できた作品は３月25日、26日に行う「かわさき春の文
化祭」で展示します。
【日　時】３月18日(土) ①10:00～13:00 ②14:00～

17:00（①と②は同じ内容）
【会　場】教育文化会館　第４・５会議室
【講　師】フリーライター・漫画家　小池 みき 氏
【対象･定員】市内在住、在勤、在学で概ね12歳～25歳 各10人
【費　用】無料
【申　込】１月28日(土) 10時から電話または

ホームページで受付中【先着順】

【市民講師活用事業】

インドアプレーンはゴムの力で飛ぶ飛行機が、室内で飛
んでいられる時間を競う競技です。プロペラからの長さ
は約26㎝、羽の幅約25㎝なのに、重さはたった４グラ
ム!!１円玉４枚分。この飛行機をつくり飛ばします。
【日　時】３月19日(日) 10:00～12:00
【会　場】教育文化会館　イベントホール
【講　師】インドアプレーン世界記録保持者　木原 一正 氏
【対象･定員】関心のある方　10組（小学校２年生以下の

方は保護者同伴でお願いします。）
【費　用】材料費500円
【申　込】２月19日(日) 10時から電話にて受付【先着順】

群落俳句会 ２月７日(火)14時30分～２月14日(火)10時
硬毛　鶴風会 ２月14日(火)14時30分～２月21日(火)10時
フォトクラブ川崎 ２月21日(火)14時30分～２月28日(火)10時

第42回教 ま つ り文

みんなでインドアプレーン マンガを描いてみよう！マンガを描いてみよう！

【地域コミュニティ交流・学習事業】

プラザ大師にコミュニティーカフェができました。

毎月第３金曜日の14時から16時まで実習室にてオープン。

コーヒーや紅茶などを飲みながら、ワイワイ話してほっとしてみませんか。

【日　時】２月17日(金)、３月17日(金)　14:00～16:00

【会　場】プラザ大師　実習室 【対　象】関心のある方　20人

【費　用】運営賛同費として100円(飲み物代を含む)

【申　込】当日自由参加（満員で入れないこともあります）

プラザ大師休館日

館内点検による全館休館
２月20日(月)と３月20日(月)は、全館休館となり

ます。

図書館休館中も返却ポストは利用できます。

(＊ただしＣＤ等の返却はできません)

【図書館事業】

毎月開催しておりましたおはなし会は、当面の間

新型コロナウイルスの感染状況などを見ながら随

時予約制で開催します。開催の案内は、プラザ大

師館内に掲示しています。

●おはなし会について●

するカフェだいしＨｏｔ！Ｈｏｔ！Ｈｏｔ！Ｈｏｔ！
やってます！

リトミックで元気に動こうリトミックで元気に動こう三びきのやぎのガラガラドン三びきのやぎのガラガラドン
ワクワク人形劇ワクワク人形劇ワクワク人形劇ワクワク人形劇

かわさき春の文化祭かわさき春の文化祭第１回

基本的に、すべての展示期間は火曜日14時30分から翌週の火曜日
10時までです。※２月20日(月)は休館日

↑ホームページ



プラザ田島ホームページ 検 索

－ ２ － － ３ －

プラザ田島インフォメーション
〒210-0835　川崎区追分町16-1　カルナーザ川崎４階　　 電話 044-333-9120　 FAX 044-333-9770

教育文化会館田島分館

川崎図書館田島分館

◆ご案内の内容は変更になることもございます。あらかじめご了承ください。
◆主催表記のないものについては、川崎市教育委員会主催になります。

◆申込の際の氏名、住所、電話番号等は川崎市個人情報保護条例に基づき、事業執行の目的に限り使用します。
◆次回の教育文化会館だよりは、令和５年４月１日発行予定です。

【現代的課題学習事業】

まだ遠出をするのをちょっと控えつつ、でも家に籠りっきりでも困りもの。そんな時にはお子さんと一緒に「地元の探
検」をしませんか？普段気にしていなかった町を楽しみながら歩き、いつのまにかもっと地元が好きになるでしょう!!
＊探検ゲーム…家族で期間内（３月４日～３月26日）の好きな時間帯に、川崎区内の様々なスポットを巡ります。各スポット
にあるバーコードをスマートフォンで読み込み、隠された情報を読み解きながら進めます。
【期　間】３月４日(土)～３月26日(日) 【参加費】無料　＊保護者のみスマートフォンが必要です。
【対　象】小学生の子どもとその保護者
【参加方法】３月４日(土)～３月26日(日)教育文化会館ホームページから必要な資料をダウンロードして印刷します。
教育文化会館の中２階事務室でも必要な資料を配布します。(資料配布時間は、開館日の９時～16時)詳しくは教育文
化会館ホームページ、教育文化会館、大師・田島分館等に配布しているチラシをご覧ください。
【主　催】川崎市教育委員会 【協　力】川崎ハッピー地育ネットワーク

～令和４年度市民自主学級・市民自主企画事業活動報告会～
教育文化会館、プラザ田島、プラザ大師で令和４年度「市民自主学級」「市民自主企画事業」を実施したグループ
(テーマは子育て、地域活動など様々です)がポスターを持ち寄り、その学習の成果や活動の内容を発表します。
また、教育文化会館・大師分館・田島分館主催の講座を受講したグループの発表会も行う予定です。お気軽にお越
しください。
【日　時】３月11日(土) 13:30～16:30 【会　場】教育文化会館　６階　大会議室
【対象･定員】関心のある方 20人 【費　用】無料
【コメンテーター】元日本女子大学　客員准教授　山澤 和子 氏
【申　込】２月16日(木) 10時から電話・ファックス・来館にて受付（先着順）

【男女平等推進学習】

「家事はついつい妻(夫)まかせ･･･」「家事はきちんと教わってこなかった」
そんなあなた！“ちょっと”面倒くさい家の仕事をできるようになりませんか？
ゆとりのある充実した暮らしにするために、家庭生活を改善しましょう。
【日　時】３月４日・３月18日・３月25日(土)10:00～12:00（全３回）
【会　場】教育文化会館
【対象･定員】家事が苦手と感じる方、関心のある方10人
【持ち物】申込時と講座内でお伝えします。
【費　用】500円（第２回材料費等として）
【申　込】２月15日(水) 13:00から電話・ＨＰにて受付

（先着順）

・御来館の方へのお願い・
感染防止対策として、次の事項に御協力を
お願いいたします。また、活動に応じた感染
拡大予防ガイドラインを御確認いただき、
遵守をお願いします。
※新型コロナウイルスの感染拡大状況により、お願いする内容が変更になる可能性があります。最新情報は教育文化会館ホームページを御確認ください。

〒210-0011　川崎市川崎区富士見2-1-3
電話 044-233-6361／FAX 044-244-2347
Eメール 88kyobun3@city.kawasaki.jp

ホームページ

川崎市教育文化会館 検 索

新型コロナウイルス感染症対策のため予定が中止または延期になることもございます。ホームページや直接お電話などでご確認
ください。 ご来館の際は、事前の検温とマスクの着用にご協力をお願いいたします。

来館の自粛 ①体温、体調に異常のある方  ②感染者の濃厚接触者の方

御協力いた
だくこと ①マスクの着用  ②手指の消毒  ③換気  ④参加者名簿の作成

避けていた
だくこと

①近距離での会話  ②大人数・大声での発声  ③呼気が激しく
なるような運動

第１回 ３月４日(土)
(第６学習室)

整理整頓の考え方を知る
整理収納アドバイザー　望月 由貴子 氏

第２回 ３月18日(土)
(料理教室)

実習：忙しいときに作れる時短料理
管理栄養士　室賀 伊都子 氏　他１名

第３回 ３月25日(土)
(第６学習室)

心を軽くする、上手な家事との付き合い方
男女共同参画センター　脇本 靖子 氏

親子でわくわくハッピー探検ゲーム親子でわくわくハッピー探検ゲーム

生涯学習交流集会

家事力上昇！ゆとりある暮らしづくり家事力上昇！ゆとりある暮らしづくり

【市民自主企画事業】

手作りお菓子とお茶を提

供する｢カフェ｣と｢遊びの

広場｣を同時開催します。

どちらかだけの参加でも、

両方参加でもＯＫです。

是非お立ち寄りください！

【日　時】３月４日(土) 

14:00～17:00（最終受付16:30）

・カフェメニュー　シフォンケーキ（50食分用意）

飲み物はセルフサービス･･･ホットコーヒー・紅茶・

ジュース等

　大人100円（子ども50円）
＊乳幼児のお子さんには保護者の方の付き添いが必要です。
　付き添いの大人の方も100円がかかります。
・遊びの広場　

ＪＬ(ジュニアリーダー)のお兄さんたちと遊ぼう！

【申　込】「カフェ」は２月17日(金) 10:00～

電話またはFAX、来館で氏名・年齢（子ど

も)・連絡先をお知らせください(先着順)

「遊びの広場」は申し込み不要です。

【企画･運営】プラザ田島café 応援隊

【高齢者セミナー】

フィンランド発のスポーツ「モルック」を体験してみ

ませんか。

【日　時】３月３日(金) 10:00～12:00、開場9:30

【会　場】プラザ田島　学習室

【講　師】元気！健康カフェスタッフ

【対象･定員】健康に興味のある方　

20名

【費　用】無料

【申　込】２月16日(木) 10:00～

電話またはFAXで氏名・連絡先をお知らせ

ください【先着順】
☆４月の「元気！健康カフェ」は４月７日(金) 10:00～実施
予定。詳細はお問い合わせください。

【地域コミュニティ交流・学習事業】

プラザ田島初登場のアーティスト２名によるピアノと

歌のコンサートです。

【出　演】たっくやまだ（ピアノ）・まさひろ（歌）

【日　時】３月19日(日) 14:00～15:00、開場13:30

【会　場】プラザ田島 学習室　　

【対象･定員】50人　　　【費　用】無料

【申　込】３月７日(火) 10:00～電話またはFAXで氏

名・連絡先をお知らせください【先着順】
● 出演者プロフィール ●

・たっくやまだ（TAK－YAMADA）…ピアニスト／作・
編曲家　３才からヤマハ音楽教室でピアノを始める。ヤ
マハ音楽院ＬＭ科キーボード・ピアノ専攻卒
元サムシングエルス・大久保伸隆さん（ソロ活動）のピ
アノ／キーボードを担当する。
ピアノ教室主宰。ＴＶラジオ等、数々のＣＭ音楽を手がける。
・まさひろ…大学卒業後、シンガーソングライターとして
活動をスタート。自身の活動の傍ら他アーティストへの
楽曲提供等も手がける。また2021年より超‶大型"アイド
ルグループ「FAT JAPAN BOYS」の一員としても活動。
音楽活動以外ではイベントＭＣや俳優としても活動し
ている。

２月１日、８日、22日、３月８日、22日、29日、

水曜日　15:00～15:30

【会　場】プラザ田島　児童室

【対　象】幼児から小学生まで　保護者も可

【申　込】直接お越しください（先着順、定員10人）

プラザ田島休館日

２月20日(月)と３月20日(月)は、館内点検のため

休館となります。

３月１日(水)～３日(金)までの３日間、蔵書点検

のため図書館は休館となります。

図書館休館中も返却ポストは利用できます（＊た

だしＣＤ等の返却はできません）

まちの音楽家たちのミニ・コンサート

川崎図書館田島分館　　　　　　　のお知らせ 川崎図書館田島分館　　　　　　　のお知らせ おはなし会おはなし会
元気！健康カフェ ３月

11月・マジックショーの様子

プラザ田島Cafe、 ３月

 もうしこ と あ そうだん

 かわ さき し きょう いく ぶん か かい かん しゃ かい きょう いく しん こう がかり

・館内清掃や点検等のためお休みさせていただきます。

【休館日】２月20日(月)、３月20日(月)

【貸館なし受付のみ】３月３日(金)

 かんないせいそう てんけんとう やす
 
 がつ がつ きゅう かん び とう し きゅう かん び がつ にち げつ がつ にち げつ

 かし かん うけ つけ がつ にち きん



プラザ田島ホームページ 検 索

－ ２ － － ３ －

プラザ田島インフォメーション
〒210-0835　川崎区追分町16-1　カルナーザ川崎４階　　 電話 044-333-9120　 FAX 044-333-9770

教育文化会館田島分館

川崎図書館田島分館

◆ご案内の内容は変更になることもございます。あらかじめご了承ください。
◆主催表記のないものについては、川崎市教育委員会主催になります。

◆申込の際の氏名、住所、電話番号等は川崎市個人情報保護条例に基づき、事業執行の目的に限り使用します。
◆次回の教育文化会館だよりは、令和５年４月１日発行予定です。

【現代的課題学習事業】

まだ遠出をするのをちょっと控えつつ、でも家に籠りっきりでも困りもの。そんな時にはお子さんと一緒に「地元の探
検」をしませんか？普段気にしていなかった町を楽しみながら歩き、いつのまにかもっと地元が好きになるでしょう!!
＊探検ゲーム…家族で期間内（３月４日～３月26日）の好きな時間帯に、川崎区内の様々なスポットを巡ります。各スポット
にあるバーコードをスマートフォンで読み込み、隠された情報を読み解きながら進めます。
【期　間】３月４日(土)～３月26日(日) 【参加費】無料　＊保護者のみスマートフォンが必要です。
【対　象】小学生の子どもとその保護者
【参加方法】３月４日(土)～３月26日(日)教育文化会館ホームページから必要な資料をダウンロードして印刷します。
教育文化会館の中２階事務室でも必要な資料を配布します。(資料配布時間は、開館日の９時～16時)詳しくは教育文
化会館ホームページ、教育文化会館、大師・田島分館等に配布しているチラシをご覧ください。
【主　催】川崎市教育委員会 【協　力】川崎ハッピー地育ネットワーク

～令和４年度市民自主学級・市民自主企画事業活動報告会～
教育文化会館、プラザ田島、プラザ大師で令和４年度「市民自主学級」「市民自主企画事業」を実施したグループ
(テーマは子育て、地域活動など様々です)がポスターを持ち寄り、その学習の成果や活動の内容を発表します。
また、教育文化会館・大師分館・田島分館主催の講座を受講したグループの発表会も行う予定です。お気軽にお越
しください。
【日　時】３月11日(土) 13:30～16:30 【会　場】教育文化会館　６階　大会議室
【対象･定員】関心のある方 20人 【費　用】無料
【コメンテーター】元日本女子大学　客員准教授　山澤 和子 氏
【申　込】２月16日(木) 10時から電話・ファックス・来館にて受付（先着順）

【男女平等推進学習】

「家事はついつい妻(夫)まかせ･･･」「家事はきちんと教わってこなかった」
そんなあなた！“ちょっと”面倒くさい家の仕事をできるようになりませんか？
ゆとりのある充実した暮らしにするために、家庭生活を改善しましょう。
【日　時】３月４日・３月18日・３月25日(土)10:00～12:00（全３回）
【会　場】教育文化会館
【対象･定員】家事が苦手と感じる方、関心のある方10人
【持ち物】申込時と講座内でお伝えします。
【費　用】500円（第２回材料費等として）
【申　込】２月15日(水) 13:00から電話・ＨＰにて受付

（先着順）

・御来館の方へのお願い・
感染防止対策として、次の事項に御協力を
お願いいたします。また、活動に応じた感染
拡大予防ガイドラインを御確認いただき、
遵守をお願いします。
※新型コロナウイルスの感染拡大状況により、お願いする内容が変更になる可能性があります。最新情報は教育文化会館ホームページを御確認ください。

〒210-0011　川崎市川崎区富士見2-1-3
電話 044-233-6361／FAX 044-244-2347
Eメール 88kyobun3@city.kawasaki.jp

ホームページ

川崎市教育文化会館 検 索

新型コロナウイルス感染症対策のため予定が中止または延期になることもございます。ホームページや直接お電話などでご確認
ください。 ご来館の際は、事前の検温とマスクの着用にご協力をお願いいたします。

来館の自粛 ①体温、体調に異常のある方  ②感染者の濃厚接触者の方

御協力いた
だくこと ①マスクの着用  ②手指の消毒  ③換気  ④参加者名簿の作成

避けていた
だくこと

①近距離での会話  ②大人数・大声での発声  ③呼気が激しく
なるような運動

第１回 ３月４日(土)
(第６学習室)

整理整頓の考え方を知る
整理収納アドバイザー　望月 由貴子 氏

第２回 ３月18日(土)
(料理教室)

実習：忙しいときに作れる時短料理
管理栄養士　室賀 伊都子 氏　他１名

第３回 ３月25日(土)
(第６学習室)

心を軽くする、上手な家事との付き合い方
男女共同参画センター　脇本 靖子 氏

親子でわくわくハッピー探検ゲーム親子でわくわくハッピー探検ゲーム

生涯学習交流集会

家事力上昇！ゆとりある暮らしづくり家事力上昇！ゆとりある暮らしづくり

【市民自主企画事業】

手作りお菓子とお茶を提

供する｢カフェ｣と｢遊びの

広場｣を同時開催します。

どちらかだけの参加でも、

両方参加でもＯＫです。

是非お立ち寄りください！

【日　時】３月４日(土) 

14:00～17:00（最終受付16:30）

・カフェメニュー　シフォンケーキ（50食分用意）

飲み物はセルフサービス･･･ホットコーヒー・紅茶・

ジュース等

　大人100円（子ども50円）
＊乳幼児のお子さんには保護者の方の付き添いが必要です。
　付き添いの大人の方も100円がかかります。
・遊びの広場　

ＪＬ(ジュニアリーダー)のお兄さんたちと遊ぼう！

【申　込】「カフェ」は２月17日(金) 10:00～

電話またはFAX、来館で氏名・年齢（子ど

も)・連絡先をお知らせください(先着順)

「遊びの広場」は申し込み不要です。

【企画･運営】プラザ田島café 応援隊

【高齢者セミナー】

フィンランド発のスポーツ「モルック」を体験してみ

ませんか。

【日　時】３月３日(金) 10:00～12:00、開場9:30

【会　場】プラザ田島　学習室

【講　師】元気！健康カフェスタッフ

【対象･定員】健康に興味のある方　

20名

【費　用】無料

【申　込】２月16日(木) 10:00～

電話またはFAXで氏名・連絡先をお知らせ

ください【先着順】
☆４月の「元気！健康カフェ」は４月７日(金) 10:00～実施
予定。詳細はお問い合わせください。

【地域コミュニティ交流・学習事業】

プラザ田島初登場のアーティスト２名によるピアノと

歌のコンサートです。

【出　演】たっくやまだ（ピアノ）・まさひろ（歌）

【日　時】３月19日(日) 14:00～15:00、開場13:30

【会　場】プラザ田島 学習室　　

【対象･定員】50人　　　【費　用】無料

【申　込】３月７日(火) 10:00～電話またはFAXで氏

名・連絡先をお知らせください【先着順】
● 出演者プロフィール ●

・たっくやまだ（TAK－YAMADA）…ピアニスト／作・
編曲家　３才からヤマハ音楽教室でピアノを始める。ヤ
マハ音楽院ＬＭ科キーボード・ピアノ専攻卒
元サムシングエルス・大久保伸隆さん（ソロ活動）のピ
アノ／キーボードを担当する。
ピアノ教室主宰。ＴＶラジオ等、数々のＣＭ音楽を手がける。
・まさひろ…大学卒業後、シンガーソングライターとして
活動をスタート。自身の活動の傍ら他アーティストへの
楽曲提供等も手がける。また2021年より超‶大型"アイド
ルグループ「FAT JAPAN BOYS」の一員としても活動。
音楽活動以外ではイベントＭＣや俳優としても活動し
ている。

２月１日、８日、22日、３月８日、22日、29日、

水曜日　15:00～15:30

【会　場】プラザ田島　児童室

【対　象】幼児から小学生まで　保護者も可

【申　込】直接お越しください（先着順、定員10人）

プラザ田島休館日

２月20日(月)と３月20日(月)は、館内点検のため

休館となります。

３月１日(水)～３日(金)までの３日間、蔵書点検

のため図書館は休館となります。

図書館休館中も返却ポストは利用できます（＊た

だしＣＤ等の返却はできません）

まちの音楽家たちのミニ・コンサート

川崎図書館田島分館　　　　　　　のお知らせ 川崎図書館田島分館　　　　　　　のお知らせ おはなし会おはなし会
元気！健康カフェ ３月

11月・マジックショーの様子

プラザ田島Cafe、 ３月

 もうしこ と あ そうだん

 かわ さき し きょう いく ぶん か かい かん しゃ かい きょう いく しん こう がかり

・館内清掃や点検等のためお休みさせていただきます。

【休館日】２月20日(月)、３月20日(月)

【貸館なし受付のみ】３月３日(金)

 かんないせいそう てんけんとう やす
 
 がつ がつ きゅう かん び とう し きゅう かん び がつ にち げつ がつ にち げつ

 かし かん うけ つけ がつ にち きん



プラザ大師 検 索

〒210-0802　川崎区大師駅前 1-1-5  川崎大師パークホームズ２階   電話 266-3550　FAX 266-3554

教育文化会館大師分館

川崎図書館大師分館

ホームページ

１面：｢第42回教文まつり」ほか ２面：｢親子でわくわくハッピー探検ゲーム」ほか
３面：｢プラザ田島カフェ」ほか ４面：｢ワクワク人形劇」ほか

今月の内容

－ 1 －－ 4 －

◆当館には学級参加者用の駐車場がありません。公共交通機関もしくは近隣の有料駐車場をご利用願います。
◆ご案内の内容は、都合により変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

◆主催表記のないものについては、川崎市教育委員会主催になります。
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令和５（2023）年２月１日

新型コロナウイルス感染症対策のため予定が変更になることもございます。ホームページや直接お電話などでご確認ください。 
ご来館の際は、事前の検温とマスクの着用にご協力をお願いいたします。

川崎区大師駅前1-1-5 川崎大師パークホームズ２階

【家庭・地域教育学級】

不朽の名作絵本「三びきのやぎのガラガラドン」を人

形劇で楽しみませんか。お子さんはもちろん、大人も

見入っちゃいますよ。

【日　時】３月12日(日)　13:30～14:30 (13:10開場)

【会　場】プラザ大師　学習室

【対象･定員】未就学の子とその親及び

小学１、２年生　60人

【人形劇操演】人形劇団ポポロ

【費　用】無料

【申　込】２月19日(日) 10時から電話にて受付

（先着順）

【教文サークル連絡会】

今回のテーマは「つながり」です。教育文化会館で活動しているサークルが、日頃の活動成果を発表します！是非
ご覧ください！！
展示部門　俳句、書道、写真の作品展示。見学自由。
【会　場】教育文化会館　１階　イベントホール前の

ガラスケース
演技部門　コーラス、フラダンス、朗読、オカリナの発表。
【日　時】２月26日(日) 13:00～15:00 【会　場】教育文化会館　６階　大会議室
　※詳細は、教文まつりのチラシでご確認下さい。

一日体験会　抹茶体験  抹茶とお菓子の頂き方を体験します。
【日　時】２月22日(水)13時～15時 【会　場】教育文化会館　５階　茶華道室
【参　加】5人（当日先着順） 【費　用】無料 　　　　　　　【持ち物】白の靴下
【主　催】教文サークル連絡会／川崎市教育委員会
【地域コミュニティ学習・交流事業】

若者の学校外での発表の機会を作るために『かわさき春の文化祭』を開催します！川崎市に在住または在学で中学
生～25歳までの若者の展示作品や動画作品を募り、教育文化会館で展示・上映をします。
【日　時】３月25日(土)、26日(日)10:00～15:00 【会　場】教育文化会館　イベントホール
【対象･定員】自由来館（入場時にお名前等をご記入いただきます） 【費　用】無料（体験コーナーでは材料代が必要となります)
【体験コーナー】・己書道 筆文字体験　　・ＷＡＳＫ フェイシャル、ハンドマッサージ体験、若者肌ケア相談室

・簡単つまみ細工体験　　　※材料費がかかります。詳細はチラシやホームページで確認してください。 
【主　催】川崎市教育委員会　　　　 【実施機関】川崎区役所生涯学習支援課　　　　 【企画運営】カワハル企画部

★出展作品追加で大募集！ 詳しくは作品募集のホームページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症対策のため、予定が変更になることもございます。ホームページや直接お電話などでご確認くださ
い。ご来館の際は、事前の検温とマスクの着用にご協力をお願いいたします。

【家庭・地域教育学級】

さあ春です。じっとしてなんかいられない！

リトミックで楽しく動いて、元気にすくすく！

【日　時】３月26日　日曜日

第１回 10:00～10:20　第２回 10:40～11:00

【会　場】プラザ大師　学習室

【対象･定員】一人歩きができる未就学の子　各回15人

【リトミック指導】ふりーだみゅ。音楽教室　近藤実枝さん

石川宏美さん

【費　用】無料

【申　込】３月５日(日) 10時から電話にて受付

（先着順）

◆ご案内の内容は変更になることもございます。あらかじめご了承ください。

【青少年教室事業】

マンガの描き方を学びながら仲間づくりをします。
できた作品は３月25日、26日に行う「かわさき春の文
化祭」で展示します。
【日　時】３月18日(土) ①10:00～13:00 ②14:00～

17:00（①と②は同じ内容）
【会　場】教育文化会館　第４・５会議室
【講　師】フリーライター・漫画家　小池 みき 氏
【対象･定員】市内在住、在勤、在学で概ね12歳～25歳 各10人
【費　用】無料
【申　込】１月28日(土) 10時から電話または

ホームページで受付中【先着順】

【市民講師活用事業】

インドアプレーンはゴムの力で飛ぶ飛行機が、室内で飛
んでいられる時間を競う競技です。プロペラからの長さ
は約26㎝、羽の幅約25㎝なのに、重さはたった４グラ
ム!!１円玉４枚分。この飛行機をつくり飛ばします。
【日　時】３月19日(日) 10:00～12:00
【会　場】教育文化会館　イベントホール
【講　師】インドアプレーン世界記録保持者　木原 一正 氏
【対象･定員】関心のある方　10組（小学校２年生以下の

方は保護者同伴でお願いします。）
【費　用】材料費500円
【申　込】２月19日(日) 10時から電話にて受付【先着順】

群落俳句会 ２月７日(火)14時30分～２月14日(火)10時
硬毛　鶴風会 ２月14日(火)14時30分～２月21日(火)10時
フォトクラブ川崎 ２月21日(火)14時30分～２月28日(火)10時

第42回教 ま つ り文

みんなでインドアプレーン マンガを描いてみよう！マンガを描いてみよう！

【地域コミュニティ交流・学習事業】

プラザ大師にコミュニティーカフェができました。

毎月第３金曜日の14時から16時まで実習室にてオープン。

コーヒーや紅茶などを飲みながら、ワイワイ話してほっとしてみませんか。

【日　時】２月17日(金)、３月17日(金)　14:00～16:00

【会　場】プラザ大師　実習室 【対　象】関心のある方　20人

【費　用】運営賛同費として100円(飲み物代を含む)

【申　込】当日自由参加（満員で入れないこともあります）

プラザ大師休館日

館内点検による全館休館
２月20日(月)と３月20日(月)は、全館休館となり

ます。

図書館休館中も返却ポストは利用できます。

(＊ただしＣＤ等の返却はできません)

【図書館事業】

毎月開催しておりましたおはなし会は、当面の間

新型コロナウイルスの感染状況などを見ながら随

時予約制で開催します。開催の案内は、プラザ大

師館内に掲示しています。

●おはなし会について●

するカフェだいしＨｏｔ！Ｈｏｔ！Ｈｏｔ！Ｈｏｔ！
やってます！

リトミックで元気に動こうリトミックで元気に動こう三びきのやぎのガラガラドン三びきのやぎのガラガラドン
ワクワク人形劇ワクワク人形劇ワクワク人形劇ワクワク人形劇

かわさき春の文化祭かわさき春の文化祭第１回

基本的に、すべての展示期間は火曜日14時30分から翌週の火曜日
10時までです。※２月20日(月)は休館日

↑ホームページ
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