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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

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

「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。

場　所場　所 ふるさと劇場 
入場料入場料 前売 3,000 円（当日券 3,500 円）

U25 学割 前売 2,000 円（当日券 2,500 円）

会議室 210・211場　所場　所

1970 年代のジャズ界に新風を吹き込み、その後も次々とヒット作をリリースしてきた
山本剛が、大隅寿男、香川裕史、スペシャルゲストの片岡雄三と出演します。
<曲目 >黒いオルフェ、ミスティ、チュニジアの夜 他

香川裕史
（ベース）

大隅寿男
（ドラムス）

ジャズ色々。 多彩で上質なジャズをご堪能あれ！
異なるジャンルの様々なアーティストとの即興演奏を
繰り広げてきたスガダイローが、瀬尾高志、江藤良人と出演します。

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。

不要お申込お申込

場　所場　所 屋内広場、ギャラリー、ふるさとコーナー  他
入場料入場料 無料

3月12日（土） 開場 13:30 開演 14:00

5月14日（土） 開場 13:30 開演 14:00

3月5日（土） ー6日 （日）10:00̃16:00 ２０２１年度 ・

プラザ・アフタヌーンジャズ VOL.�

プラザ・アフタヌーンジャズ VOL.�

みんなdeアート書道 ～自分だけの春のカレンダー作り～

0 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 3本立てでお届けするスペシャル公演です。

3月27日（日）開場13:15 開演14:00

場　所場　所 ふるさと劇場 
入場料入場料 親子券 3,000 円

おとな 2,000 円（大学生以上）
こども 1,500 円（高校生以下）※全自由席

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！

対　象対　象 小学生とその保護者（未就学児膝上観覧可）

参加費参加費 1,500円（一人1作品、材料費込）

① 「ぺんてる筆」黒　中字か太字
※ない場合は他の柔らかい筆ペンでも可
※感染症対策のため、各自ご持参ください
② 練習用の落書き帳またはスケッチブック
③ 筆の汚れを落とすための雑巾（汚れてもよい布）
④ 水彩絵の具セット※筆のみ当日販売あり

持ち物持ち物

3月20日（日）10:00̃12:00、13:00̃15:00

一部の教室では
作品の販売を
予定しております
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場　所場　所 ふるさと劇場 
入場料入場料 前売 3,500 円（当日券 4,000 円）

U25 学割：前売 2,000 円（当日券 2,500 円）

対　象対　象 小学生以上
（未就学児不可、親子での参加可）

山本 剛
（ピアノ）

片岡雄三
（トロンボーン）

Special Guest

瀬尾 高志
(ベ－ス)

スガダイロー
(ピアノ)

江藤 良人
（ドラムス)

フォトブース
＆

クイズ？
？

開場中の

お楽しみ

コーナー

※舞台発表は6日13:00̃

今後の
イベント
今後の
イベント

曲名：Speak Low, Cherokee , I Loves You Porgy 他曲名：Speak Low, Cherokee , I Loves You Porgy 他
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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

20222022年度趣味の教室趣味の教室 ●申込み方法
川崎市民プラザ 総合フロント(9:00～21:30)にてお申込みください。 
※点検日等の休館除く。
※お電話やメールでのお申込みは受付ておりません。
※空き状況によっては、キャンセル待ちとなる可能性がございます。 

●受講料
各 講 座　4,180円(税込)/月
陶芸のみ   4,700円(税込)/月
※受講料には、教材費、テキスト代は含まれておりません。

初心者の方でも、気軽に楽しく学習できる
23講座 、28教室の受講生を募集しています !
月単位で始めることができます♪

見学・体験
受付中！
見学・体験
受付中！

見学無料
最大30分

体験

1,100円
※講座により別途材料費あり

趣味の教室HP▼

短期講座短期講座2022年
４月～９月
2022年
４月～９月

お申込み
受付中 !!
お申込み
受付中 !!

※点検日等の休館除く。
※「お花であそぼ こどもいけばな ～感謝の気持ちをお花で伝えよう～」のみ
　HPからもお申込みを受付けます。

●申込み方法
川崎市民プラザ 総合フロント ・電話にてお申込みください。  
　　　　　　受付時間　 　9:00 ～ 21:30 
　　　　　　電　　話　　044-888-3131

デッサン教室

茶道のすゝめ（表千家） 

はじめてのいけばな（池坊）

着物モダンリメイク 

写真教室 

I・B・A BIG BAND 道場

こども茶道教室　
お花であそぼ こどもいけばな　
 ～感謝の気持ちをお花で伝えよう～

はじめての陶芸

和裁～はじめのいっぽ～

弾いて楽しいウクレレ講座

　

短期講座HP▼

こども向け
講座♪

1日のみ
   開催！
1日のみ
   開催！

NEW!

作品例作品例

3月生募集！3月生募集！スポーツスクール

川崎ブレイブサンダースアカデミーから派遣されたコーチの
指導により、技術や体力はもとより、心の成長も目指します。

子どもバスケットボールスクール子どもバスケットボールスクール

● 開催日時    3 歳 ～ 年長       火曜・水曜 15:45～    土曜 15:00～
　　　　      小学 1 ～ 3年　火曜・水曜 16:45～　土曜 16:00～
　　　　　  小学 4～ 6年　火曜・水曜 16:45～　土曜 17:00～
● 受  講   料    5,500 円 ( 税込 ) / 月 ※各クラス 50分
● 場　　所    2階 体育館

マット、跳び箱・鉄棒の代表的な技の目標を掲げ、 
年齢・体力に応じて個人別に能力別指導を行います。

● 開催日時　4歳～小学 1年生　金曜  16:10～ 17:00
　　　　　   小学 2～ 4年生　   金曜  17:00～ 17:50
● 受  講   料　6,600 円 ( 税込 ) / 月
● 場　　所    2階 体育館

子ども体育スクール子ども体育スクール

044 -857- 8818   （ 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 川崎市民プラザスポーツフロント

2022年度
スポーツスクール
   3月1日～
   申込受付開始！

2022年度
スポーツスクール
   3月1日～
   申込受付開始！


