
３×３バスケットボール大会＆ ◆クリニック 9：30～20：30

　ディズニー・オン・クラシック　18：00～

1日（月）

2日（火）

3日（水）

4日（木）

5日（金）

6日（土）

7日（日）

8日（月・祝）

◆HIPHOP 14：00～14：45 13：30～16：30◆バドミントンタイム

◆卓球タイム　19：00～21：00

◆健康体操教室 10：00～11：00 ◆親子体操　11：10～12：10

◆バドミントンタイム　9：30～12：30

◆卓球タイム 9：30～12：30 12：10～12：55◆はじめてエアロ

※◆は参加費無料

◆アロマストレッチ 13：05～13：50

◆はじめて太極拳 15：20～16：05 ◆はじめてヨーガ 16：15～17：00

10：30～11：30◆親子離れ体操

◆バレエストレッチ 13：00～14：00

18：00～19：00　　  19：00～21：00◆バスケットボールタイム 1 2

いのちを歌うコンサート　18：30～

グランドピアノオープン2018　 　◆文化施設 内覧会10：00～19：30

　T-BOLAN　17：30～

10月

◆みんなDEスポーツフェスティバル　◆トレーニング室無料開放

イベントスケジュール

ス
ポ
ー
ツ
デ
ー（
個
人
利
用
）無
料
体
験
W
E
E
K

◆卓球タイム 13：30～16：30

●開催時間の30分前より受付を開始致します。
●天候・施設状況等により日程の変更や中止が発生する場合がございます。
●定員人数は各プログラム毎に異なります。

●妊娠・疾病・ケガ等で医師から運動を制限されている方は利用できません。
●健康状態に不安のある方は、必ず医師の許可を得てからご参加ください。
●ラケット、ボール等の用具貸出しはございません、持参の上ご利用、ご参加ください。

スポーツデー／スポーツフェスティバル 注意事項

10月8日は「体育の日」にちなみ、障がい者ス
ポーツ体験会やトレーニング室の無料開放な
ど、各スポーツ施設で様々なイベントの開催を
予定しています。

みんなDEスポーツ
フェスティバル

��
� 月・祝

※詳細は決まり次第、カルッツかわさきのホームページより
　お知らせします。

参加費
無料

��
�～�
月 金 スポーツデー（個人利用）

無料体験WEEK
スポーツデー（個人利用）が無料で体験頂けます。卓球、バドミントン、
バスケットボール、ヨーガ、太極拳、健康体操教室、ストレッチ、親子体操
など様々なプログラムがあり、初めての方でも気軽に楽しめます。
上記のスケジュール表を確認の上ご参加下さい。

事前予約なし

��
� 日

3×3バスケットボール大会
＆クリニック

12：30～16：00　小学生の部大会／定員16チーム
16：00～20：30　一般エンジョイ・一般オープン／定員各8チーム

申込方法
※定員に達した場合は抽選です

● クリニック ［ 3人制バスケットプロチームによるクリニック ］

● 体験 ［ フリースロー体験 ］

● 大会
時間

料金

時間

対象時間 9：30～11：30 小学1～6年生／定員30名

11：30～12：00　

講師：TOKYODIME.EXE

8月20日（月）～9月9日（日）の期間にホームページより申込用紙
をダウンロードし、メールかFAXにて申込。

無料

無料

5,000円（税込）／チーム

��
� 日

ストロング
KAWASAKI

昨年も開催し、好評だった『ストロングKAWA-
SAKI』を今年も開催！「川崎を強くしよう」とい
うテーマで、様々なスポーツイベントを行いま
す。川崎市民がスポーツを通じて楽しく、心身
共に強くなれるイベントです！
※詳細は決まり次第、カルッツかわさきのホームページより
　お知らせします。

※詳細は決まり次第、カルッツかわさきのホームページより

KAWASAKI
昨年も開催し、好評だった『ストロングKAWA

HEAT-UP
田村和宏氏
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〒210-0011
川崎市川崎区富士見１-１-４
［ T E L ］ 044-222-5211(代表)
［WEB］ http://culttz.city.kawasaki.jp/

カルッツかわさき
検索

［電車］ JR川崎駅・京急川崎駅より 徒歩15分
［バス］ 川崎駅東口バスターミナル より乗車5分「教育文化会館前」下車すぐ交通の

ご案内 ○川崎市営バス（系統番号：川04・川05・川07・川10・川13・川15）
○臨港バス（系統番号：川02・川03） 主なバス乗り場:1112131415

は徒歩ルートです。※川崎駅東口拡大図

TEL.044-222-5223
公演・チケットに関するお問合せは

（10:00～18:00）
※休館日を除く

カルッツかわさき
チケットセンター

広く豊かな音響のホール舞台上で、2台の最高級のグランドピアノ
「スタインウェイD-274」と「ヤマハCFX」を自由に演奏していた
だける絶好の機会です。奮ってご応募ください。

10:00～19:30（1枠30分）
ピアノ奏者1名につき1,000円（税込）／30分

グランドピアノオープン2018

問 カルッツかわさき TEL.044-222-5223

開催時間
参 加 費

��
�月

津軽弁で歌う伝説のシャンソン歌手･
秋田漣と川崎が誇るピアニスト･小原
孝の共演による「いのち」の歌と、藤原
歌劇団の新進気鋭オペラ歌手による
甘美で温かさあふれる「愛」の歌をお
届けします。

18:00/開場 18:30/開演
全席指定  3,000円（税込）

問「いのちを歌うコンサート」実行委員会
TEL.044-201-9912（平日 10:00～17:00）

��
�金
いのちを歌う
コンサート

好評
発売中！

「離したくはない」「Bye For Now」「マリア」…一度は耳にし
たことのある大ヒット曲が、10月7日に“生”で聴ける!!

16:45/開場　17:30/開演
全席指定　6,800円（税込）

問 キョードー東京　0570-550-799
（平日 11:00～18:00　土日祝 10:00～18:00）

��
�日 30th Anniversary LIVE Tour 

「the Best」～励～

T-BOLAN 好評
発売中！

17:45/開場　18:30/開演
全席指定　6,500円（税込）

問 ディスクガレージ
050-5533-0888（平日12:00～19:00）

金

��
�� 坂ツアー2018～2019

“What The World Needs Now”

ゴスペラーズ 一般発売
8/25（土）

市民優先募集　9月1日（土）～9月7日（金）
一般募集　　　9月8日（土）～9月24日（月）

申込期間
1

2

2018年10月1日オープンハウス OpenHouse

「スタインウェイD-274」と「ヤマハCFX」を自由に演奏していた

10月1日 

普段なかなか見る事が出来ない、
ホール設備や楽屋、アクトスタジ
オ等を見学いただけます。※詳細は決まり次第、カルッツかわさき
　のホームページよりお知らせします。

文化施設 内覧会 

同 時 開 催

17:00/開場 18:00/開演
全席指定（税込）
S席/8,300円　A席/6,700円

ディズニー･オン･
クラシック

壮大でソウルフルな名曲が詰まった『ヘラクレス』
をメインに、ミッキーマウスのスクリーンデビュー
90周年をお祝いする楽曲や、ディズニー音楽の巨
匠アラン・メンケンのマスタ
ーピースばかりを集めたセ
レクションなど、ディズニー
の輝く名曲の数々をお届け
いたします。

問 tvkチケットカウンター
TEL.045-663-9999（平日 10:00～18:00）

��
�土

Presentation licensed 
by Disney Concerts. ©Disney

好評
発売中！～まほうの夜の音楽会 2018

Find Your Hero～そして君のもとへ

子どもも大人も、障がいの有無に関わらず誰でも参加できる、
踊ることの楽しさ、身体を動かすことの可能性を開いていくワー
クショップを開催します。

問 カルッツかわさき　TEL.044-222-5223

��
�日

講師：平原慎太郎氏

わたしいろのダンス･
ワークショップ
（川崎市文化財団受託事業）

10：00～11：00Aクラス
対象：子ども（5～9歳）と大人（18歳以上）のペア／定員10組20名

11：30～12：30Bクラス
対象：10歳以上／定員20名

13：30～14：30Cクラス
 対象：障害のある方／定員10名

参加費
無料 かわさき市民祭り

　　　　イベント! !同 時 開 催

��月�日（日）

14:30/開場　15:00/開演
全席指定（税込）
S席 4,000円／A席 3,000円／U-25 2,000円

ぱんだウインドオーケストラ
「ぱんだのシンフォニーvol.2」

ヤマハ楽器体験会 他

好評
発売中！

参加者募集中！
（先着順）

・抽選期限が過ぎましたら無効となります。
・抽選は抽選券1枚（本チラシ表面）につき、1回の抽選とさせていただきます。
・おひとり様1日1回の抽選となります
（2回以上の抽選が確認できた場合、抽選は無効とさせていただきます。）
・景品がなくなり次第終了となります。

開館1周年記念

2018/10/6（土）～10/8（月・祝）
10：00～19：00まで

抽選期間

カルッツかわさき開館1周年記念として、
期間中に抽選会を開催いたします！

抽 選 会


