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Ｋパル  ０４号

平成 20(2008)年  1 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

   Ｋパル(kpal)は Kawasaki Promotion Agency of Lifelong learning の略称をあらわしています 
 
 
 
  

   

 シニア活動シンポジウム 
 

   
   
  2 月 2 日（土）午後 1 時 30 分～ 

  ◆オープニング 

   熟年フラダンス  

    財団ロゴマークの発表（表彰） 

  ◆シンポジウム 

  

  

                                 

 

 

 

 
   ～シニアの力を地域へ～  
  参加 定員７０名 参加自由       

   会場 川崎市生涯学習プラザ２０１会議室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
川崎市生涯学習財団では、平成 20 年度採用の
非常勤職員を若干名(男女問わず)募集します。 
・業務内容 庶務経理、情報収集・提供、学習相
      談及び施設運営等の財団事務全般 
・勤務場所 財団本部及び指定管理施設等 
・勤務条件 シフト勤務で週 4 日又は 5 日 
      (土・日、祝日、夜間を含む。) 
      1 日 7 時間 15 分 
・給与等 月額 17 万円程度(社会保険加入有り)
・応募資格 18 歳以上 60 歳未満 
※詳細については、1 月下旬頃にパンフレット

 

 

     

 

 

 

 やホームページ等で発表いたします。 
 

 

 昨年の『川崎市生涯学習財団のロゴマーク』  
の募集では、全国 8 都府県から 44 人、4 グルー 
プの方々から、59 作品もの多くの作品をお寄せい 
ただきました。皆様のご協力に感謝申し上げます 
とともに、審査の結果をお知らせいたします。 
●応募者・作品数 44 人、4 グループ 59 作品 
●応募者の住居地 青森県・長野県・東京都・ 
  大阪府・兵庫県・川崎市・神戸市・北九州市 
●応募者の年齢層 中学生( 6 名)・高校生(25 名)・ 
 20～30 歳代( 1 名)・40～50 歳代( 6 名)・60 歳以上( 6 名) 

     ★入賞作品  青森県  工藤 和久 様（自営業） 

★★★★最優秀作品 東京都  彦根  正  様（ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾃﾞｻﾞｲﾅｰ） 
 ★★★優秀作品  川崎市  岸本  楓  様（川崎総合科学高校 3 年） 
  ★★優良作品  北九州市  東  信慶 様（会社員） 
   ★入賞作品  兵庫県  小柴 雅樹 様（ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ） 

★★★★ 最優秀作品 コンセプト ★★★★  
 Kawasaki の「Ｋ」をモチーフに、生涯学習をイメージする「本」を組み合わせ、いきいきと学習 
する市民と、それを支える川崎市生涯学習財団の姿を表現しています。 また、「本」はひとり一人 
の「成長と向上心」を、「Ｋ」は発展する川崎市の躍動感と広がりを象徴しています。 

 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。 

               
                      市内在住か市内の学校  
                 に通っている小学校 1 年 
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 ０４４（７３３）５５６０

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を会場に、陶芸、油絵の二つの
教室を次の日程で実施します。 
・陶芸  3 月 8 日(土).9 日(日).16 日(日).23 日(日) 
・油絵  3 月 20 日(祝日・木).22 日(土).23 日(日) 
※各教室の定員は 20 名、 
  募集開始は 2 月中旬から 
  の予定です。  



 
                                             
                                                           
４名の受講者から開講!!  最大 15 名までの少人数クラス!!        
◆開設講座 ①開講日 ②受講料(全てテキスト代含む) 
◆ゆっくりじっくりパソコンセミナ－ ①・1/18.22.25,2/1.6 ・2/22.29,3/4.11.21 ② 25,000 円 
◆ゆっくりじっくりＷＯＲＤ入門   ①・夜間 1/22.25      ② 5,000 円 
◆ゆっくりじっくりＥＸＣＥＬ入門  ①・夜間 2/15.22  ・3/28 ② 5,000 円 
◆パソコン入門             ◆ビデオ編集       ◆デジタル画像編集・処理  
 ①・1/16.17 ・2/25.26 ② 13,000 円   ①・3/12  ② 5,000 円   ①・3/7  ② 5,000 円 
◆パソコンステップアップ         ◆デジカメ入門 
 ①・1/28.29 ・3/5.6  ② 13,000 円    ①・2/15 ・夜間 3/4.7  ② 5,000 円 
◆わかりやすい文字入力              ◆EXCEL 初級 ①・2/7.8 ・3/17.18    ② 13,000 円 
  ①・1/24 ・3/ 3 ② 5,000 円         ◆EXCEL 中級 ①・2/19.20 ・3/26.27 ② 13,000 円 
◆WORD 初級 ①・2/4.5 ・3/13.14 ② 13,000 円   ◆WORD 中級 ①・2/13.14  ② 13,000 円 

             赤坂から大山までを結ぶ 
                         街道として多くの人に使

われてきた大山街道、川崎市内でも二子橋から鷺沼ま

で多くの史跡が残され、高津にある大山街道ふるさと

館でも展示・紹介されています。この街道を、赤坂か

ら大山まで、財団の澤口非常勤職員が実際に訪れたレ

ポートを、６回に亘って紹介します。 

  
  －大山街道（大山道）・矢倉沢往還― 
 矢倉沢往還は江戸城の赤坂御門から青山・上目黒を

通り、三軒茶屋で津久井街道と分かれ、多摩川を渡っ

て川崎（二子・溝口）に入り、江田・長津田・鶴間・

海老名で相模川を渡り、厚木・伊勢原・秦野を経て、

松田からさらに箱根の北の関所があった矢倉沢を過

ぎ、足柄峠を越えて御殿場にいたる街道です。御殿場

からさらに道は、山梨の甲府に通じるものと静岡の沼

津に通じるものとに分かれます。 
 江戸時代には、それまでの古い道をつないで作られ

た丹沢の大山（阿夫利神社）にお参りする人たちが通

るので大山街道といわれました。それだけでなく東海

道の脇道として、また静岡のお茶や秦野のタバコ、相

模川のアユ、多摩丘陵の薪や木炭などの特産物を江戸

へ運ぶ道として利用されました。 
 なお、明治三十年代には神奈川県のほぼ中央を東西

に通る大事な道として、県道１号線に指定されました。

その後、曲がりくねった所を直線にして道幅も広げ、

国道２４６号線に変わりました。 
『川崎市立大山街道ふるさと館』 
は、地域にかかわる歴史・民俗の 
資料及び地域にゆかりある人々の 
文芸作品などの展示を行なうとと 
もに、市民にさまざまな学習の場 
を提供するための文化施設として、 
平成４年８月１日に開館しました。 

―写真は大山道と府中道の交差点 
  にあった道標とふるさと館ー 
次回は、世田谷道（3 月 1 日号）です 

  

  
                                                        夜間講座新規開設

 指 定 管 理 施 設 か ら の ご 案 内 
青少年の家        044(888)3588 

 ◆不登校に悩む親の意見交換会 2/2(土) 
・13:00～16:00 分科会・全体会・個別相談 
◆青少年の家フェスタ 3/16(日)・10:00～15:30 
  フェスタボランティアを募集中!! 
 子ども夢パーク    044(811)2001 
◆恒例!! もちつき大会 1/13(日) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
・11:00～ なくなり次第終了 
・もちつき参加費 100 円 ・豚汁 100 円  
  持ち物：おわん・おさら・はし・タオル 

 
 宮前スポーツセンター 044(976)6350 
◆開館会館記念祭 2/16(土)・2/17(日) 
・16(土)  9:00～11:30 和太鼓・体操・ダンス 
                     チアリーディング 
         12:00～16:30 利用団体発表会 
無料開放 17:00～18:45 シェイプアップエアロ 

 

 

 
・17(日)  9:00～17:00 フットサル大会  
無料開放 (10:00～11:00 リフレッシュ体操) 
     (13:00～14:00 ピラティス) 
     (15:00～16:00 パワーヨガ) 
 麻生スポーツセンター  044(951)1234 

 

 
◆スポーツデー(個人開放)  
(日)卓球  (火)エアロビクス・柔道・健康教室 
(水)バドミントン・空手   (木)卓球・剣道 
(金)エアロビクス・ヨガ   (土)マット運動 
※利用料 大人 200 円 子ども・学生 100 円 
◆無料体力相談(要予約) 18:00～20:00 
  毎月第 1・3 土曜日・毎回限定 4 名(各 30 分) 

 

 

 
      大山街道ふるさと館  044(813)4705 
          ◆常設展示 ・無料 
             地域の歴史・民俗資料、 

 

 
           陶芸家「濱田庄司」や作                      家「岡本かの子」など、 
                    高津区ゆかりの文化人の 
           作品や足跡も紹介してい 
                    ます。 
                  ◆19 年度第 2 回企画展 
                    ・2/23(土)～3/9（日） 

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。 

 

 

 
  

 

 


