
 
 
 
 

 

 

Ｋパル  ０２号

平成 19(2007)年 9 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

 

 
■開講講座                                  
☆川崎学Ⅰ  ☆川崎学Ⅱ  ☆川崎学Ⅲ  ☆川崎学Ⅳ             ４名の受講者から開講！ 
☆ボランティアⅠ ☆ボランティアⅡ ☆ボランティアⅢ         最大 15 名までの少人数 
☆人間の思想Ⅰ  ☆人間の思想Ⅱ ☆暮らしの中の科学         クラスで、丁寧に指導いた 
☆社会の思想Ⅰ ☆社会の思想Ⅱ ☆社会の思想Ⅲ          します。 
☆みどり学Ⅰ ☆みどり学Ⅱ ☆環境とみどり           ■9 月の開設講座

☆社会福祉 ☆自然科学 ☆映像・メディア 
☆音楽Ⅰ ☆音楽Ⅱ ☆音楽Ⅲ ☆文学  
☆美術Ⅰ ☆美術Ⅱ ☆美術Ⅲ ☆歴史  
☆夜間講座Ａ ☆夜間講座Ｂ  
☆夜間講座Ｃ ☆土曜講座 
☆特別講座 a ☆特別講座ｂ 
■ワークショップ 
○人間の思想Ⅰ ○人間の思想Ⅱ  
○社会の思想Ⅰ ○社会の思想Ⅱ  
○社会の思想Ⅲ ○環境とみどり ○文学  
○カウンセリング ○音楽 ○美術 ○歴史 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ■対象 原則 40 歳以上で、中原区・高津区の 
     小学校でアシストできる方 
     ■日程 10/20(土)、27(土)、11/未定、 
         12/15(土)の 4 日間 
     ■定員 15 名（多数の時は抽選） 
     ■受講料 5,000 円(資料代を含む) 
       

      ◇WORD 初級 ◇WORD 中級 
     ◇EXCEL 初級 ◇デジカメ入門 
    ■10 月・11 月の開設講座 
   ◇ゆっくりじっくりパソコンセミナー 
  ◇ゆっくりじっくりＥＸＣＥＬ入門 
 ◇ゆっくりじっくりＷＯＲＤ入門 
◇わかりやすい文字入力  ◇パソコン入門 
◇パソコンステップアップ ◇WORD 初級 
◇デジタル画像編集・処理 ◇WORD 中級 
◇WORD で作る年賀状   ◇EXCEL 初級 
◇デジカメ入門      ◇EXCEL 中級 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
■申込方法 E メール、官製はがき、 
   FAX のいずれかで(下記事項記入） 
 ①氏名(ふりがな) ②年齢 ③郵便番号・住所 
 ④Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ ⑤電話･FAX ⑥ﾊﾟｿｺﾝのｽｷﾙ 
■申込締切 9 月 20 日(木)(必着) 
 
 
 

 ０４４（７３３）６６２６ 

  

主な内容 絵画・工作・版画等 
■日程 10/ 6.10/20.11 /3.11/17.12/ 1.12/15 
         1/12. 1/19. 2/ 2. 2/16（全 10 回） 
■時間 9:3 0 ～ 11:30 

■対 象 小・中学生 各教室 20 名    ■申込方法 往復はがきにて（下記事項記入） 
■受講料 無料                 ①参加希望教室名 ②氏名(ふりがな)  
■教材費 4,500 円（保険料含む）        ③性別 ④学校名・学年  ⑤郵便番号・住所 
■会 場 生田中学校特別創作活動センター    ⑥電話番号      
          (旧・川崎市青少年創作センター)  ■申込締切 9 月 5 日（水）（必着） 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

木工作・粘土工作等で 
    『楽しいディナーメニューを作ろう』 
■日程 10/13.10/20.11/10.11/24.12/ 8.12/22 
         1/12. 1/26. 2/ 9. 2/23（全 10 回） 
■時間 13:30 ～ 15:30 

 

 

 ０４４（７３３）６６２６ 

  

 

 

 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、締切後も定員に満たない場合には引き続き受付けます。 



 
 
          044(733)5893 
木曜、金曜日に陶芸室の一般開放（午前の部 9:30
～12:30・午後の部 13:30～16:30）をしています。 
◆木曜コース     ◆金曜コース 
 ①  9/6,9/13,10/4   ⑤  9/7,9/14,10/5  
 ② 9/20,9/27,10/11   ⑥ 9/21,9/28,10/12 
  ③ 10/18,10/25,11/15  ⑦ 10/19,10/26,11/16 
 ④ 11/1,11/8,11/22   ⑧ 11/2,11/9,11/23 
◆施設利用料 2,000 円（電動ロクロ利用+500 円） 
各コース共、若干の空きがある場合がありますの

で、お問い合わせください。  
 
 
 
 
   
 
 

 
 
           044(733)6626 
 かわさき市民アカデミーの学びを広く市民の

皆様にご紹介するため、シンポジウム・講演会・

研究発表・展示等を、また初日の 17 日(土)にはフ

リーマーケットを実施します。この機会にぜひご

来館ください。        
■日 時 11 月 17 日(土)・18 日(日) 
     両日とも 午前 10 時から午後 4 時 
■場 所 川崎市生涯学習プラザ 
■共催事業（主催：日本医科大学武蔵小杉病院) 
 ◎テーマ みんなで学ぼう救命処置 
 ◎日 時 11 月 10 日(土)  13:30～16:00 
 ◎場 所 中原市民館 
 ◎申込方法等詳細は、市政だより(9/21 号)、 
  ホームページ等で 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

川崎市宮前スポーツセンター 
          044(976)6350 
『スポーツ教室』 
期間 10/18～12/20 の木曜日 
応募締切 9/19(必着) 
◆ピラティス ・定員 各 35 名 
  ・時間 ①13:00～14:00 
          ②14:30～15:30 
◆バドミントン ・定員 48 名 
  ・時間 10:00～12:00 
『体育の日記念事業(無料開放)』 
・卓球 ・ﾊﾞｽｹｯﾄ ・ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 

 

 

 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、締切後も定員に満たない場合には引き続き受付けます。 

 

・ﾊﾟﾜｰﾖｶﾞ  ・ｼｪｲﾌﾟｱｯﾌﾟｴｱﾛﾋﾞ 
・筋力ｱｯﾌﾟ講習会・親子ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ 
・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室 

川崎市麻生スポーツセンター 
               044(951)1234 
『秋のスポーツ教室』 
定員 各 40 名 受講料 5,000 円 
期間 10/3～12/12 の水曜日 
受付期間 8/18～9/19(必着) 
◆気功太極拳教室(全 10 回) 
・対象 15 才以上(初心者) 
・時間 10:00～11:30 
◆卓球教室(全 10 回) 
・対象 15 才以上・ﾚﾍﾞﾙ問わず 
・時間 14:00～16:00 
『体育の日記念事業(無料開放)』 
・ｴｱﾛﾋﾞｸｽ ・健康体操 ・卓球 
・太極拳 ・ヨガ ・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室 

川崎市青少年の家 
                 044(888)3588 
『レッチャレ』 
・期間 9/15～9/16 1 泊 2 日 
・費用 2,500 円  ・定員 30 名 
・対象 市内在住在学の小 5～中 3 
・申込締切 9/3(月) 
『ほのぼのスクール』 
・期間 11/6～11/10 4 泊 5 日 
・費用 小 7,500 中・高 9,500 
・対象 梶ヶ谷小・西梶ヶ谷小・ 
    宮崎台小の 4,5,6 年生 
        宮崎中・宮前平中・高津高 
    の 1,2 年生  計 50 人 
・申込締切 9/19(水) 

川崎市子ども夢パーク 
                044(811)2001 
◆なかのさんのおはなしおはな 
 しパーク・9/3(月)11:00～11:30 
◆あらきさんのおはなしおはな 
 しパーク 
 ・9/13(木) 11:00～11:30 
◆親子でもっと遊ぼう会～夢 
 ﾊﾟｰｸの野菜でｻﾗﾀﾞづくり～ 
 ・9/10(月) 10:30～13:00 
◆夢パーク野球大会(雨天中止)  
 ・9/15(土) 9:00～12:00 

川崎市大山街道ふるさと館 
               044(813)4705 
◆常設展示 
大山街道ゆかりの品々を展示 
・歴史、自然、民俗コーナー等 
◆文化講演会 
大山街道の歴史、民族、文化を中
心とした講演会 (10:00～12:00) 
・11/10(土) ・11/24(土)  
◆冬の企画展 
「大山街道フェスタ」との連携 
事業（2 月中旬)  

 

 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。 

 

  
生涯学習プラザ４階、ふれあい広場の壁面を利用 
              者のための『展覧 
              スペース』として無料で開放しています。絵画や写真パネルなど、展示 
              のご希望がありましたら受付までお申し付けください。044(733)5560 
              

 


