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•生田緑地ばら苑開苑60周年

天空の楽園を支える
「ばら苑ポランティア会」

・歴史を伝え、平和な未来のために
「川崎市折鶴の会」森政忠雄さん

•財団情報「寺子屋先生」養成講座
·2018年度川崎市生涯学習財団
主催の講座・イベント年閻予定表 

くインターネット川崎ガイド＞シリ ーズ① 生田緑地ばら苑

一
◆施設めくり
・大山街道ふるさと館
・子ども夢バーク
•麻生市民館

◆情報ポケット

·2018年度
生涯学習財団の
主な事業

•春の女キラリ文化教室
受講生募集

•お楽しみコ ーナー

クイズに答えよう！

◄生田緑地ばら苑
多摩区長尾2-8-1
撮影日
2015年5月21日

生田緑地ばら苑は、春と秋の年2回無料開放しております。春の開苑期間中(5月中旬～下旬）は、多種のバラ
をご覧いただけます。ばら苑ボランティア会のみなさんは、年間を通してそれらのバラの世話をしています。

【インタ ーネット川崎ガイドでは、川崎市全域の公共施設、観光・散策スポット等の写真約10,000件を、著作権フ
リ ー で公開しています】

Iインタ ー ネット川崎ガイド □亘!]

発行・（公財）川崎市生涯学習財団
〒211-0064 川崎市中原区今井南町28番41号
TEL 044-733-5560(代 FAX 044-739-0085 
http:/ /www.kpal.or.jp/ E-mail :stage-up@kpal.or.jp 

当財団は市民の主体的な学びと活動を支援するための諸事業を推進しています。
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当財団が主催する講座等の案内

▲生涯学習財団

r

1学習機会と施設提供
①かわさき市民アカデミ ー協働事業

市民大学 「かわさき市民アカデミー」の支援
②ふれあいサマ ーキャンプ

友好自治体との交流を通した児童 ・

生徒の健全育成
®キッズセミナー ・子ども陶芸教室

夏休みに「おもしろ科学」「わくわ
く造形教室」「陶芸」等、 楽しく充実した学習活動を提供
④施設の提供

生涯学習プラザ施設（フィットネスルーム、 会議室等）を
学習会 ・ ミー ティング、 軽いスポーツの場として提供
2学習活動支援

シニア世代の市民を含め、 学習成果を地域社会づくりや
学校支援に生かす
①生涯学習ボランティアの養成・派遣

生涯学習ボランティアとしてコンピュ ー タ操作• 特別支援
教育 ・ 保育等の養成講座を開設、 修了者を学校等に派遣
②市民アカデミ ー地域協働講座の実施

認定NPO法人かわさき市民アカデミ ーと協働で、 地域関
係機関、 地域団体 ・ 企業等と連携し、 地域に密着した講
座を開設
®シニア活動講演会の開催

シニア世代が地域で生き生きと活動するための支援
④その他支援活動

ロビーコンサート、 ママカフェ

3学習情報収集 ・ 提供
①生涯学習情報の収集とホ ー ムペ ー ジ「かわさき
の生涯学習情報」による情報の提供
②生涯学習情報誌「StageUp」の発行
®様々なメデイアを活用した情報提供
4 指定管理施設の管理 ・ 運営

大山街道ふるさと館 ・ 子ども夢パーク

5青少年育成事業
地域の寺子屋事業

6多彩な体験講座事業
スポーツ ・ 文化・陶芸の各教室開催

L----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------� 

2018年川崎市生涯学習プラザ ヽ

春c;)**ヲ., 文化教室のご案内
講座 ・ 教室名 日時 ・ 曜日

1 楽らく歌の教室 5/15·22,6/12·19,7 /10 (火）
13:20~ 14:50 (5回）

2 ワインを気軽に楽しむ 5/9 ·23,6/6,20,7/4 (火）
14:00~15:30 (5回）

風景写真教室 5/10·17·31,6/7·21 (木）
3 ～初夏の花々を撮る～ （実習予備日5/24,6/14)

14:00~ 16:00(5回）
4 色えんぴつ画入門 5/21 ・ 28,6/4·25.7/2(月）（実習

予備日6/18) 14:00~ 15:30(5回）

5 落語入門 5/25,6/1 ・ 15·29,7/6(金）
13:30~ 15:30(5回）

6 筆ペンから始めよう 5/11·25,6/8·22. 7 /6(金）
10:00~ 11:30(5回）

く会場＞生涯学習プラザ会議室他
く定員＞各教室20名程度(15歳以上の方、ワイ汲気経に楽し訟ま20歳以上）
く受講料>4,500円（別途教材費）
＜申込締切＞各教室とも4月20日（金）必着
女方法：①ハガキ（教室名・住所・氏名・電話番号）

②直接プラザ窓口 ③ TEL 733- 6626 FAX 733- 6697受付
＊受講料払込：抽選結果と共に案内を4月20日以降に郵送
＊応募多数の場合は抽選、 人数により中止もあり
〒211·0064中原区今井南町28·41

鷹 1: 1生涯学習財団文化教室担当 ） 
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，，イスに答えよう！
ど

Stage Upの表紙が今月号より「インタ ーネット
川崎ガイド」シリ ー ズとなりました。表紙の写真 
はどこでしょうか。下のOにあてはまる言葉を入 
れてください。

『生田緑地00苑』

【応募方法】
①答え②〒 ・ 住所③氏名④Stage Upの入手場所
⑤今号の誌面でよかった記事（理由）を書いて、はがき、
FAX、Eメ ールで担当宛、応募してください。
※締切 2018 年 4月30日（月）必着
※正解 ホー ムペー ジ及び次号に掲載
※正解者 3名に500円の図書カ ー ドを贈呈
（発表は発送に代えさせていただきます）

l: 〒211-0064中原区今井南町28-41
r 川崎市生涯学習財団Stage Up (ステー ジアップ）担当 i
,
． 

n E-mail stage-up@kpal.or.jp i 
l: TEL 733-5811 FAX 739-0085 :
1: 

,: :： ※個人情報は、発送業務以外の目的では使用しません。 ： 
I•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••= 

\ *220号のクイズの答え・• • KSJ
--�--------------------------------------------------------------' 7 



2018(平成30)年度

主催及び共催の講座・イベント
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川崎市生涯学習財団

年間予定表

今号の7ペー ジで紹介した2018 (平成30)年度生涯学習財団の主な事業の中か

ら、 財団が主催（共催）している主な講座やイベントの開催時期を一覧にしまし

た。 開催時期の2,..._,,3ヶ月前から募集を行っていますので、 講座申込み等の参考

にしてください。 大勢のご参加をお待ちしております。

シニア／
養成講座 PCボランティア

スキルアップ研修
（登録済の方）

かわさき市民アカデミ ー

地域協働講座後期
1 1-― 

寺子屋先生養成講座
@[)�[I亙][]亙］巨

特別支援 ミノ 1ニア（予面 ＇ 保育
ボランティア活動

養成講座講演会

キッズ／
子育て

※宮城県以外は3泊4 日島根県(7

月 21 日～）、 和歌山県 (7月 24 日～）、

宮城県(7月 29 日～※2泊3 日）、 岩手
県(8月 3 日～）、 長野県 (8月 6 日～）、

北海道 (8月 19 日～）
受入交流 (8月 22 日~24 日）

なかはらママカフェ
1 0 : 0 O"-'1 1 : 2 0ユ且8月、3月はお休み）
―□ 」 I I l 
ベビー リトミック／ ベビー リトミック／
からだを使って からだを使って

英語＿で遊ほ
；

ぅ＿第2期_J I 英語で遊ぼう第3期

スポー ツ
／健康

教嘉

初心者
陶芸教室
春の教室

I 

陶芸教室（水・土）／
陶芸「一般開放」

（木・金）第1期
I I 

ランチタイム
ロビー コンサー ト

初心者
陶芸教室秋の教室／

陶芸教室（水・土）／
陶芸「一般開放」

（木・金）第2期

スポー ツ教室第3期

冬の＊キラリ
文化教室

初心者
陶芸教室
冬の教室

I 

陶芸教室（水・土）／ 
プラザ陶芸「一般開放」

（木・金）第3期

ランチタイムロビー コンサー ト
毎月1回12 : 1 O"-'1 2 : 4 0 (8月はお休み）
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