
第52回 川崎市立中学校総合書き初め展第52回 川崎市立中学校総合書き初め展

場　所場　所 ギャラリー 入場料入場料 無料
川崎市内の各中学校・各学年代表者の作品から、受賞作品を一堂に展示いたします。

窓口、電話、ＨＰにて受付中お申込お申込

正座なし
和室なし
着物なしの
作法を学ぶ

ご自宅でも気軽にお茶を楽しむことを目的として、おもてなしの心得を学べるイベントを開催します。
テーブルと椅子を使用しての開催の為、お点前を気軽にお楽しみいただけます。

テーブル茶道 deおもてなしテーブル茶道 deおもてなし

場　所場　所 会議室 209・210・211
参加費参加費 1 名 1,200 円 (お菓子付)　

別途道具代：茶せん（くせ直し付）2,500 円程度
※お持ちでない方のみ。ペアで 1本使用。

小学生以上～大人のお友達同士　
抹茶茶碗もしくは大きめのお茶碗、
または小さめの丼等、取っ手のない器
マグカップ ( 湯冷まし用 )
お持ちの方は茶せん

持ち物持ち物

対  象 対  象 

2

電話044-888-3131（9:00～ 21:30）　窓口 1階フロント（9:00～ 21:30）
ホームページの各イベントページ申込フォームよりお申込みください
各イベントの詳細は川崎市民プラザのホームページをご覧ください▶▶▶▶▶▶▶

各イベント
お申込方法

各イベント、スクールで「感染予防に関する利用者カード」の当日提出が必要です。
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点からイベント・教室を中止・変更する場合があります。

新型コロナウイルス感染症
拡大防止対策ご協力のお願い

当日、会場受付にお越しください。
開場前にお越しいただいても場内には入れませんので、なるべく開場時間に合わせてお越しください。     

サイエンスショー
サイエンスショー

スーパーボールロケットは
持ち帰れるよ♪

スーパーボールロケットは
持ち帰れるよ♪

ミニ工作ミニ工作

東芝未来科学館の「さとちゃん」先生が川崎市民プラザにやってくる！
「ロケット」をテーマにサイエンスショーと工作を開催します。

&&ロケットロケットサイエンスショーサイエンスショー 工作工作ミニミニ

出張 東芝未来科学館出張 東芝未来科学館

約２５店 キッチンカー２台 出店予定約２５店 キッチンカー２台 出店予定

地元・川崎
 に

スポットを
当て 

地産地消
地元・川崎

 に

スポットを
当て 

地産地消

フードブースでは、川崎市内の農家さんが生産した野菜や果物、飲食店による加工食品を出店！
ハンドメイドブースでは川崎市内で活動しているハンドメイド作家による物品販売とワークショップを実施します。

２月6日（日） 10:00̃15:00

お申込お申込

場　所場　所 屋内広場、東西玄関前
入場料入場料 無料

̃川崎グルメとハンドメイド̃̃川崎グルメとハンドメイド̃

入場バッジ入場バッジ
３００円（３歳以上）３００円（３歳以上）

プロ 6劇団・アマチュア 18団体参加！関東最大級のおまつりが始まるよ！

入場バッジを窓口にて事前購入、または当日会場にて購入。お申込お申込

場　所場　所 屋内広場、ふるさと劇場  他
入場料入場料 入場バッジ1個300円（3歳以上）

2月19日（土）ー20日（日） 10:00̃16:00

2月19日（土） 　10:30̃  13:30̃②①

各回 24名（先着順）定　員定　員

対　象対　象 小学生 1年生以上～

ＨＰにて受付中お申込お申込

場　所場　所 屋内広場
入場料入場料 無料 要予約要予約

2月27日（日）10:00̃11:00、12:30̃13:30、14:30̃15:30 

2月11日（金・    ） 10:00̃16:00
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☎ 044-888-3131

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

〒213-0014  神奈川県川崎市高津区新作 1-19-1

E-mail : info@kawasaki-shiminplaza.jp
[開館時間]9:00～21:30　[休館日]年末年始ほか
※感染症対策に伴い変更になる場合がございます。
最新情報はホームページをご確認ください。

駐車場:103台　※施設利用者は 6時間まで無料   
※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。

https://www.kawasaki - shiminplaza.jp

２月・3月生募集２月・3月生募集

「アート書道」は、書道の枠にとらわれず、
色や書体を自由に楽しめる芸術体験です。
絵具と墨で文字をデザインし、
オリジナルカレンダーを作ります。

川崎市民プラザで開催している「趣味の教室」「短期講座」の
講師と受講生が 1年間の集大成を披露します。
教室で制作した作品の展示や、ステージ発表を予定しておりますので、
ぜひお越しください。

開催日時：展示発表　3月 5日（土）～ 6日（日）10:00 ～ 16:00
舞台発表　3月 6日（日）13:00 ～

参加方法：申込不要。直接会場へお越しください。

川崎市民プラザで開催している「趣味の教室」「短期講座」の
講師と受講生が 1年間の集大成を披露します。
教室で制作した作品の展示や、ステージ発表を予定しておりますので、
ぜひお越しください。

開催日時：展示発表　3月 5日（土）～ 6日（日）10:00 ～ 16:00
舞台発表　3月 6日（日）13:00 ～

参加方法：申込不要。直接会場へお越しください。

みんなdeアート書道
～自分だけの春のカレンダー作り～
みんなdeアート書道
～自分だけの春のカレンダー作り～

今後の
イベント
今後の
イベント

開催日時：� 月 �� 日（日）
➀��:��～��:�� ➁��:��～��:��

定　　員：各回 �� 名（先着順）
対　　象：小学生以上※未就学児不可、親子での参加可。
参  加  費：�,��� 円（一人 � 作品、材料費込）
申込方法：電話（���-���-����）、窓口、HP

消しゴム落
款印

（らっかん
いん）

をプレゼン
トします !

消しゴム落
款印

（らっかん
いん）

をプレゼン
トします !

消しゴム落
款印

（らっかん
いん）

をプレゼン
トします !

川崎市民プラザのジャズコンサート第 � 弾は、山本剛トリオが登場。
���� 年代のジャズ界に新風を吹き込んだ山本剛が、
スウィング感とその温かな人柄で人気を誇る大隅寿男、ジョージ大塚
グループのメンバーとしても活躍した香川裕史との、
お馴染みの「山本剛トリオ」で出演します。

開催日時：� 月 �� 日（土） 開場 ��:��  開演 ��:��
料　　金：前売 �,��� 円　  U�� 学割：前売 �,��� 円　

※当日券 ��� 円増、全自由席。
申込方法：電話（���-���-����）、窓口、HP

　

� 歳児から入場可能、子供から大人まで、三世代で楽しめる落語会。
「落語ミニ講座」「色物」「落語」の豪華 � 本立てで

お届けするスペシャル公演です。

開催日時：� 月 �� 日（日）��:�� 開演（��:�� 開場）
対　　象：小学生とその保護者（未就学児膝上観覧可）
料　　金：親子券 �,��� 円

おとな �,��� 円（大学生以上）
こども �,��� 円（高校生以下）※全自由席

申込方法：電話（���-���-����）、窓口、HP

親子のためのプラザde 

こども寄席
 春休み企画！ 春休み企画！ 春休み企画！

プラザ・アフタヌーンジャズ

川崎市民プラザ体育施設受付 ��� - ���- ����   （ 体育施設専用番号）　ホームページでもご案内しています！▶お問合せお問合せ

スポーツスクール

踊る楽しさを通じて、他のスポーツの上達につながる音感・
リズム感を養える楽しいスクールです。

子どもダンススクール子どもダンススクール

開催日時　水曜日   �:�� ～ ��:��
月 会 費　�,��� 円（税込）
対　　象　� 歳 � ヶ月～ � 歳 ��ヶ月の

お子様と保護者の方

おやこで運動教室おやこで運動教室

展示発表展示発表

舞台発表舞台発表
VOL.�

お子様があそびを通して運動をおこなうことで身体機能を
向上させ心身の発育をおこなうクラスです。また、保護者の
皆様も一緒に運動することで、運動不足を解消し、お子様と
のスキンシップを図るクラスです。

開催日時　月曜日　4歳～小学２年生　16：20～
小学3～6年生　　  17：20～

木曜日　4歳～小学2年生      16：00～
小学3～6年               17：00～

月 会 費　4,400円（税込）※ 各クラス 60分

曲目： 黒いオルフェ、ミスティ、チュニジアの夜  他

２０２１年度

落
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座
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物




