
短期講座お申込み受付中

プラザだよりプラザだより9

どんな季節でも情熱がほとばしる！熱い熱いラテンとジャズのコンサートです！こんなときだからこそ、音楽とともに沈んだ気持ちを

吹き飛ばしましょう♪レストラン「椿亭」にてイベント限定メニューの販売もあります！ご家族・ご友人とともに音楽に浸りませんか？

どんな季節でも情熱がほとばしる！熱い熱いラテンとジャズのコンサートです！こんなときだからこそ、音楽とともに沈んだ気持ちを

吹き飛ばしましょう♪レストラン「椿亭」にてイベント限定メニューの販売もあります！ご家族・ご友人とともに音楽に浸りませんか？

電　話…川崎市民プラザ 044 - 888-3131（9:00 ～ 21:30）窓　口…川崎市民プラザ 1F 総合フロント（9:00 ～ 21:30）
メール…kikaku@kawasaki-shiminplaza.jp　　　　　　　 ＦＡＸ…川崎市民プラザ 044 - 888 - 3138
　　　　 ※上記を受信できる環境設定をお願い致します。

出演︓伊波秀進 ＆The Big Band of ROGUES
　　　　　　　　　　( 東京キューバンボーイズ Jr.)
出演︓伊波秀進 ＆The Big Band of ROGUES
　　　　　　　　　　( 東京キューバンボーイズ Jr.)

ご予約方法︓電話、窓口、メール、FAX のいずれかの方法でご予約ください。

場所︓屋内広場　出演︓Mr.Black ほか　入場料︓無料　定員︓80 名 ( 先着順・完全予約制※）
2020 年 10 月 3 日（土）12:00-13:00マジックショー

マジックの不思議な世界へあなたをご招待♪ 小さなお子様からご年配の方まで幅広く楽しめるマジックショーを

　今年も体験しませんか。マジシャンが色々なマジックを間近で披露してくれますよ！

電　話…川崎市民プラザ 044 - 888-3131（9:00 ～ 21:30）
窓　口…川崎市民プラザ 1F 総合フロント（9:00 ～ 21:30）
メール…kikaku@kawasaki-shiminplaza.jp ・件名に「マジックショー申込み」と明記のうえ、
　　　　本文に①代表者の氏名・電話番号・住所②同伴者全員の氏名③申込人数をご記入ください。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点より各イベントで「感染予防に関する利用者カード」の当日提出が必要です。詳しくはＨＰをご確認ください。

BIG BAND NIGHT

★9/3（木）9:00 ～事前予約受付開始︕︕ 
ご予約方法︓電話、窓口、メールのいずれかの方法でご予約ください。

2020

         

詳細は川崎市民プラザ HP をご覧ください。

※今年は安全にご参加いただけるよう「完全予約制」といたしましたのでご了承ください。

写真教室　第2期
屋内：10月8日、11月5日、12月10日、
　　 1月14日、2月4日、3月11日、25日
屋外：10月22日、11月26日、12月17日、
　　 1月28日、2月25日10：00～12：00
場　所  2Fセミナールーム   定　員  20名  受講料    15,500円（税込）

作品例

作品例

着物モダンリメイク 第4期

10月9日、23日、11月13日、27日
13：30～15：30

場　所  2F会議室　定　員   各12名
対　象   18歳以上    受講料  6,310 円（税込）
古布の直線を活かしたシャープな服を
デザインし簡単に作る方法を学び、全 4 回で
2作品を制作します。講座では主にデザイン
と裁ち合わせ方を学ぶ為、ご自宅で縫製作業
と仕上げを行うカリキュラムです。
【講師】あきやま 幾代 先生（古布リメイク・デザイナー）

屋外での実技と屋内の講評を交互に実施します。一眼レフ
カメラで写真の基本的な撮り方から本格的な技術までを学
びます。また、前年度からの継続者は更なるステップを目指
します。　※屋外は時間変更になる場合があります。
【講師】山﨑 隆 先生（日本写真家協会員）

金曜
全4回

木曜
全12回

【メール、FAX でのお申込みについて】・件名に「BIG BAND NIGHT 申込み」とご明記ください。
　　　　  　　　　　　　　　　　  ・本文に①代表者の氏名・電話番号・住所②同伴者全員の氏名③申込人数をご記入ください。

Mr.Black 

2020 年 9 月 12 日（土）
受付開始︓14:00　開場︓ 15:00　開演︓15:30
場所︓川崎市民プラザ屋内広場　料金︓2,000 円
定員︓80名 (先着順・完全予約制) 大人 1 名につき

未就学児膝上１名無料



短期講座お申込み方法

・川崎市民プラザ 1F 総合フロントにて受講料を添えてお申込みください。　　※受付時間︓9:00～21:30　（点検日等、休館日を除く）
・無断キャンセルは、お待ちの方や他の受講者様のご迷惑となります。やむを得ずキャンセルされる場合は、必ず 1週間前までにご連絡下さい。
・原則として、ご入金後の返金はいたしかねます。

2020.8

〒213-0014 　神奈川県川崎市高津区新作 1-19-1

☎044-888-3131
https://www.kawasaki-shiminplaza.jp

E-mail : info@kawasaki-shiminplaza.jp
※短期講座はお電話やメールでのお申込みは承っておりません。
[開館時間]9:00～21:30　[休館日]年末年始ほか
駐車場:103台　※施設利用者は 6時間まで無料   

東急田園都市線「梶が谷駅」から
■市バス4番のりば（溝23系統）　
　溝の口駅南口行き乗車（約5分）→市民プラザ下車
■梶が谷駅より徒歩（約15分）

東急田園都市線「溝の口駅」・
JR南武線「武蔵溝ノ口駅」から
■市バス溝の口駅南口1番のりば（溝23系統）
　梶が谷駅行き乗車（約10分）→市民プラザ下車
※駐車スペースには限りがありますので、
　なるべく公共交通機関をご利用ください。
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※新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、教室・イベントを中止・変更する場合があります。（2020 年 8 月 5 日現在）

デッサン教室 第2期

9月10日、17日、24日、
10月1日、8日、22日、
11月 5日、19日、26日、
12月3日、10日、17日
13時教室　　　　　　　　　　15時半教室

①13：00～15：00　②15：30～17：30
場　所  1Fギャラリー    定　員  各 20名   受講料    15,000円
　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（税込）

作品例

木曜
全12回 茶道のすすめ（表千家）秋期

9月18日、25日、
10月2日、9日、16日、23日、
11月6日、13日、20日、27日、
12月4日、11日
午前の部　　　　　　　　　　午後の部

①10：00～12：00　②14：00～16：00

場　所  茶室　定　員  各8名　受講料  22,000円（税込）
絵画の基本として必要な描写力の向上を目指します。
1回2時間で仕上げるデッサンから、時間をかけて完成密度
の高いデッサンまでを描きます。モデルを使って短時間で
描くクロッキー講習など、いろいろな題材に挑戦します。
【講師】松波 照慶 先生（油絵画家）　　　※教材費1,000円込み。

金曜
全12回

茶室での基本マナーと茶道の基礎を習得する初心者向けの
教室です。継続者には基本のお薄からお濃茶、炭点前、茶
事等、個々のレベルに合わせたお稽古で茶道を学びます。
希望者にはお免状のお取次も致します。※水屋料別途。
【講師】天草 宗佳 先生 （表千家教授）

I・B・A BIG BAND 道場

11月4日、18日、12月2日、16日、
1月13日、27日、2月10日、17日、
3月3日、13日　19：00～21：00
※最終日3月13日（土）のみ13:00から実施予定。

場　所  別棟2F練習室、屋内広場　定　員  25名
対　象  18 歳以上、対象楽器をお持ちの方
対象楽器  サックス（アルト、テナー）、トランペット、ドラムス、ベース、
　　　　トロンボーン（テナー、バス）、ラテンパーカッション
　　　　※その他の楽器についてはお問い合わせください。
受講料  25,460 円（税込）

水曜
全10 回

川崎市民プラザ開催イベントで定評のある
「ローグス BIG BAND NIGHT」の主催者・伊波秀
進が行うBIG BAND講座です 。3月の「ローグ
ス BIG BAND NIGHT」での発表を目指しま
す。ビッグバンド編成によるラテン・ジャ
ズ・ポップス等を演奏します。（見学可）
※ドラムス・セット、ベースアンプ、パーカッション、
　譜面台、譜面資料等あり。

【講師】伊波 秀進 先生（伊波 秀進＆The Bigband of ROGUES（東京キューバン
　　　　　ボーイズ Jr.)、プロデューサー、コンダクター、クリニッシャン） 

伊波 秀進 先生

はじめてのいけばな（池坊） 第2期

9月5日、19日、10月3日、17日、
11月7日、21日　13：30～15：30

場　所  2F 会議室　定　員  10名
対　象　一般（初心者・初級者向け）受講料   9,900円（税込）

作品例

土曜
全6回

いけばなに興味があるけれど、
私にもできるの？どんなふうに
生けるの？など初めてで気にな
ることがある方に、ご自身で実
際に体験していただき直接いけ
ばなや教室の雰囲気を感じてい
ただけるよう、ご指導致します。
また、いけばな経験者の方もレベ
ルに応じてご指導致します。
※花材費7,920円別途 

【講師】中家 裕子 先生（（一財）池坊華道会中央委員、 川崎市茶華道協
　　　　   会理事、池坊川崎中央会グループ所属） 

天草 宗佳 先生


