
 
 
 
 
 

創刊号

平成 19(2007)年 7 月 1 日

(財)川崎市生涯学習財団

企画広報担当

TEL 044-733-5811

  
 川崎市生涯学習財団・川崎市生涯学習プラザからのご案内 

Ｋ パ ル 

 生涯学習社会構築の環境整備に向けて設立された当財団は、市民の皆様のライフステージに応じた

生涯学習を側面からお手伝いするため、「いつでも」、「どこでも」「だれでも」の心で、一人ひとりの

学びと活動を支援します。 

  
  

 このご案内は、当財団の事業のお知らせを中心として奇数月に発行の予定をしています。当財団発

行の機関紙「Stage UP」（偶数月発行）とあわせてご利用いただければ幸です。 

  
 
 

 

  044(733)5560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 武蔵小杉駅から徒歩 12 分ほど、法政大学付属

第二中学校・第二高等学校近くの今井南町に位置

し、学習活動の支援と場の提供をしています。各

種サークルの活動や研修会など、学習の場として

ご利用ください。 

■開館・貸室時間 午前９時～午後９時 

■休館日 年末・年始（12 月 29 日～1 月 3 日） 

     施設点検・保守日（月 1～2 回程度） 

■施設紹介 

 ◆401 大会議室(144 人)   ◆301 会議室(72 人) 

 ◆201 会議室(72 人)     ◆202 会議室(30 人) 

 ◆204 和室(10 畳・12 畳）◆203 会議室(16 人) 

    （貸出単位 午前・午後・夜間・全日） 

 ◆ 302 多目的ルーム(124 ㎡) 

 ◆ 402 フィットネスルーム(214 ㎡) 

                    （貸出単位 2 時間） 

※ご利用いただくには、予約が必要となります。 
 詳しくは、お電話でお問い合わせいただくか、 
 ホームページをご覧ください。 
※１階・３階に市民交 
 流の場があり、ご自 
 由に利用していただ 
 けます。利用料は必 
 要ありません。 
 
     ■ 
 
 
 
 
 
 
 

■                 
 今年も各自治体の協力を得ながら、第 18 回の

ふれあいサマーキャンプを計画・発表しました。  
 小学校 5 年生から中学校 2 年生を対象に、次の、

5 道県 6 コースで、194 名(参加応募者 335 名）の

参加で実施されます。 
 1 北海道中標津町コース   8/20～23  44 人 
 2 北海道岩見沢市      8/18～21  22 人 
 3 岩手県花巻市東和町        7/28～31  40 人 
 4 長野県富士見町            7/27～30  44 人 
 5 和歌山県古座川町/太地町   7/31～8/3  22人 
 6 島根県益田市              8/3～ 6   22 人 
 
■ 
8 月 1 日(水)、2 日(木)、3 日(金)、6 日(月)、7 日(火) 
の 5 日間、中原区・高津区在住の小学校 3 年生か

ら 6 年生を対象として、川崎市生涯学習プラザを

会場に、次の講座が実施されます。 
・国語の復習/予習  ・おもしろ科学教室 
・社会の基礎/復習  ・楽しい音楽 
・社会自由研究    ・図工自由研究作品製作 
・算数の基礎/復習  ・楽しい英会話遊び 
・算数チャレンジ    ・パソコン基礎 
・理科の基礎/復習   ・パソコン活用 
・理科自由研究 
 ◆申込期間 6 月 27 日(水) ～ 7 月 6 日(金)  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 市内在住か市内の学校に通っている小学校 1 年生から中学校 3 年生を対象として、生田中学校特別

創作活動センター(旧・青少年創作センター)を会場に、次の日程で実施します。 
各教室の定員は 20 名、ピンホールカメラは小学校 3 年生から、また、申込締切は 7 月 17 日(火)です。 
・ピンホールカメラ 8/4.5.6  1:30pm～ 3:30pm   ・陶芸教室 1  8/7.8.15.22  9:30am～11:30am 
・陶芸教室 2  8/11.12.19.26 9:30am～11:30am  ・油絵     8/10.11/12  1:30pm～ 3:30pm 
・木工作    8/19.20.21  1:30pm～ 3:30pm  ・染色工作    8/22.23.24  1:30pm～ 3:30pm 
● 青少年関連事業への参加費用は、コース等によって違っています。詳しくはお電話(044-733-6626)でお問い 
  合わせいただくか、ホームページ(http://www.kpal.or.jp)をご覧ください。 



 
 
 
 

             044(733)5894 

■７月開講 定員 各 15 名 
・WORD 初級  ・インターネット／ブログ 
・WORD 中級  ・パソコンステップアップ 
・EXCEL 初級 
■８月開講 定員 各 15 名 
・デジタル画像編集・処理   ・パソコン入門 
・ゆっくりじっくり WORD 入門 ・EXCEL 中級 
・ゆっくりじっくり EXCEL 入門  
・ゆっくりじっくりパソコンセミナー 
■9 月開講 定員 各 15 名 
・WORD 初級 ・WORD 中級 ・EXCEL 初級 
・パソコン入門 ・デジカメ入門 
・パソコンステップアップ 
 
 
 
                         044(733)5893 

■コース ◆木曜コース(午前の部・午後の部） 
 ・日程 ⑤9/6.13.10/4   ⑥9/20.27.10/11 
     ⑦10/18.25.11/15  ⑧11/1.8.11/22 
     ◆金曜コース(午前の部・午後の部） 
     ⑤9/7.14.10/5   ⑥9/21.28.10/12 
     ⑦10/19.26.11/16  ⑧11/2.9.11/23 
■定 員 手びねり 20 名  ロクロ 10 名 
■申し込み受付 8 月 2 日(木)9 時から(先着順)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                             044(733)5894 
 
■開催日 9/19～12/17(毎週月曜日・全 12 回) 
■時 間 ・初心者クラス  10:00～11:00 
          ・ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟｸﾗｽ  11:15～12:15 
■定員・受講料  各クラス 40 名・7,200 円 
◆募集期間 8/1(金)～8/16(木)（必着） 
 
 
 

              044(733)5894 

■開催日・時間  
・基礎コース 9/18～12/4(毎週火曜日・全 12 回) 
           ・10:00～11:30 
・実践コース 9/19～12/5(毎週水曜日・全 12 回) 
           ・13:30～15:00 
■定員・受講料  各クラス 40 名・7,200 円 
◆募集期間 8/1(金)～8/16(木)（必着） 
 
                              044(733)5894 
 
■開催日 9/18～12/4(毎週火曜日・全 12 回) 
■時 間 ・Ａ 13:30～15:00 
          ・Ｂ 15:15～16:45 
■定員・受講料  各クラス 40 名・7,200 円 
◆募集期間 8/1(金)～8/16(木)（必着） 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

川崎市宮前スポーツセンター 
          044(976)6350 
 
【小学生スポーツ教室】 
・7/25.8/1.22.29 ・ 9:00～12:00 
・小学生限定  ・利用料 100 円  
【親子スポーツ教室】 
・7/27.8/3.10.24.31 
・9:00～12:00 
・乳幼児と保護者 
・利用料 1 組 200 円 

川崎市麻生スポーツセンター 
               044(951)1234 
 
【スポーツデー（個人開放）】 
(火)ｴｱﾛﾋﾞｸｽ・柔道・健康体操 
(水)ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ・空手 
(木)卓球・剣道 (金)ｴｱﾛﾋﾞｸｽ・ヨガ 
(土)マット運動 (日)卓球 
・ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝと卓球以外の種目に 
 は、指導員が付いています。 
・利用料 大人 200 円 
     子ども・学生 100 円 

 

  

 

 

 

 各事業の詳細については、パンフレットやホームページ(http://www.kpal.or.jp)をご覧いただくか、 
または、お電話でお問い合わせください。また、定員に満たない場合には受付期間終了後も受付けます。 

 

 詳しくは、各施設までお電話で 
お問い合わせいただくか、各施設
のホームページをご覧ください。 

川崎市青少年の家 
                 044(888)3588 
 
【夏のプール開放】 
・8/7.8.9  8/14.15.16 6 日間 
・13:00～14:20 ・保険料 100 円 
・宮前区・高津区の小学生対象 
 ＊事前登録が必要です 
・登録期間 7/15～25  
【親子人形劇場】 
・8/4 10:00～11:30 13:30～15:00  
・各回共 150 人(先着順） ・無料 
・宮前区・高津区の小学校 3 年生 
 以下(保護者同伴) 
・受付開始 7/15 9:00～ 

川崎市子ども夢パーク 
                044(811)2001 
 
【ROCCO(ロコ)サトシさんと 
   夢パークに絵を描こう】

川崎市大山街道ふるさと館 
               044(813)4705 
 
【19 年度第 1 回企画展】 

  ・ささやかな庶民の信仰～岡信孝
・7/15.16   ・13:00～16:00 
・無料  ・申し込み 無し 
・1 日だけの参加もＯＫ！ 
・ペンキを使いますので汚れて 
 もいい服装で！  
【夢パまつり０７ 
  ～オープン４周年記念～】

 コレクションを中心に～ 
・8/5 まで開催中 
・無料  
【ふるさと子ども相談室】 
・8/22.23 
・大山街道・二ケ領用水を中心 

  に、二子・溝口の歴史・文化・ 
・7/22(日)   
・11:00～16 時くらい 
 

 地名の相談を受けます。 

 


