
 

  
 

                   表題は、川崎市生涯学習財団のホームページのアドレスを 
   Ｋパル(kpal)は Kawasaki Promotion Agency of Lifelong learning の略称をあらわしています 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■パソコンセミナー(４～５月期) 044（733）5894  申込締切は開講日の 2 週間ほど前が目安です 
 ◆４月開講講座（定員 各 15 名）  ・ゆっくりじっくりパソコンセミナー(4/11,18,23,5/23.27) 
 ・パソコン入門(4/3.4) ・WORD 入門 (4/8) ・WORD 初級 (4/15.16) ・WORD 中級 (4/24.25) 
 ・デジタル画像編集/処理(夜間) (4/8.11)   ・パソコンステップアップ  (4/9.10) 
 ・インターネット/ブログ(夜間) (4/18.23)  ・パワーポイント(新規開講) (4/21.22)   
 ◆５月開講講座（定員 各 15 名） 
 ・EXCEL 入門 ・EXCEL 初級 ・EXCEL 中級 ・ゆっくりじっくりパソコンセミナ－(夜間) 
 ・WORD 活用(新規開講) ・デジカメ入門 ・デジタル画像編集/処理 ・パソコンステップアップ 

 

 

 

 

 

Ｋパル  ０５号

平成 20(2008)年 3 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

Ｋ パ ル

 

ご参加ありがとうございました!!  シニア活動シンポジウム 
「学習の成果を地域活動へつなげるために」をテーマに、シニア活動シンポジウムが 2 月 2 日に 
生涯学習プラザで開催されました。ご多用の中ご参加をいただきありがとうございました。 
 当日は、「中原プアナニ」によるフラダンスに始まり、3 名のシンポジストによる貴重な体験談 
や会場からの活発なご意見などをいただき、盛会裏に終了することが出来ました。 
 概要は 4 月 1 日発行の本財団の情報誌「Stage Up 161 号」・ホームページに掲載いたします 

 

 あと半月もすると、生涯学習プラザ近くの「渋川」沿いの桜並木の桜の開花も始まります。 
川沿いは遊歩道も整備され、見事な桜並木が続いています。 
 ちょっと遠回りになりますが、散歩がてら健康増進も兼ねて、桜を 
見ながら２０～３０分程をゆっくりと歩いてみてはいかがでしょうか。 
 きっと、ゆったりとした、穏やかな気持ちになりますよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① JR 南武線・東急東横線、武蔵小杉駅北口(バスプール側)に出て、登戸方面に向かって高架下右側 
  をまっすぐ５分ほど進むと府中街道に突き当たります。 
② 高架下左手の信号を渡って直進します。すぐ先の(25m 程)「今井上橋」を渡り、直ぐにある角を 
  左折します。 
③ すぐに(30m 程)桜並木の用水の分岐に突き当たりますので、右手の方向に曲がります。ここが 
  「渋川」です。後は「法政二高・二中」の入口「巽橋」までゆっくりと１５分ほどの散策です。 
④ 「巽橋」を過ぎたら「渋川」の左手を歩きます。程なく左手に見える「駐車場」の先の角を左に 
  曲がると、最初の交差点の右前が「川崎市生涯学習プラザ」です。 

 

 
開花状況は生涯学習財団のホ
ームページでお知らせします 

 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。 



 
－ 渋谷から世田谷道へ ― 

 渋谷駅前から道玄坂の長い坂を上がり、神泉町交差

点を越えてさらに進むと大坂上のバス停に着きます。 
この坂は大山街道中で最も険しい坂の一つで、落とし

た団子が坂下まで転がるほどの急坂だったことから団

子坂とも言われました。大坂を下り、山手通りから氷

川神社を過ぎると世田谷区に入り池尻稲荷神社があり

ます。大山参りの道筋にあたるこの神社は、旅人や往

来の人々への飲料水の供給場所でした。この井戸水は

「薬水の井戸」といわれ、病気平癒を心に三度唱えて

水を飲めば効があると伝えられおり、また、日照り続

きでも水が枯れたことがないので「枯れずの井戸」と

も呼ばれていました。 
 三軒茶屋から旧の大山道は上町方面に向かい、環状

７号線を渡り、左に駒留八幡神社を見ながら進み、円

光院前を左折すると世田谷代官屋敷があります。江戸

中期以来、彦根藩世田谷領２０カ村の代官を世襲した

大場家の住居です。現存する大名領代官屋敷としては

都内唯一で、昭和２７年に都指定史跡に、また、同家

所蔵古文書は都有形文化財に指定されています。 
                       毎年 12 月 15・16 日、1 月 
                       15・16 日の 4 日間、代官屋 
                       敷の前の道を中心に『ボロ 
                       市』が行なわれています。 
                         ボロ市は、小田原城主の北 
                       条氏政が天正 6(1578)年に 
                       楽市を開いたのが始まりと 
言われ、今でも骨董品や中古家具から食料品まで様々 
な店が並び、一日 20 万人の賑わいを見せています。 
 桜小前交差点から登戸道との分岐点であ 
る畳屋を過ぎ、用賀口に続く狭い道を進む 
と児童遊園内には大山詣でをする商家の主 
人でしょうか「大山道旅人の像」が設置さ 
れています。 
次回は、二子・高津の町並(5 月 1 日号)です 

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

 ◆第 12 回 青少年の家フェスタ 
 ・3/16(日) ・10:00～15:30（雨天決行） 
 ・和太鼓、筝曲、合唱合奏、空手古武道 
  抽選会、お茶会、模擬店、ヨーヨー釣り 
  フリーマーケット(雨天中止) 等 
 ・エコチャレ・KYWC 活動の展示 等 
 子ども夢パーク    044(811)2001 
◆おはなしおはなしパーク 
 ・3/13(木) 3/17(月) ・11:00～11:30 
◆親子でもっとあそぼう会 
 ・3/10(月)  ・参加費 一人５０円 申込不要 
 ・10:30～13:00「ヨモギだんごづくり」  
 宮前スポーツセンター 044(976)6350 
◆スポーツデーの曜日が変わります 
・新種目「ﾍﾟﾙﾋﾞｯｸｴｸｻｻｲｽﾞ」が土曜の夜間に加 
 わり、金曜の卓球が木曜に変更になります。 
◆宮前スポーツセンターで『かわさき体操』 
・3/17(月) 10:00～12:00 ・当日先着 100 名 
・持ち物 動きやすい服装、靴(上履き） 
 ＊詳細は菅生分館(977-4781)まで 
 麻生スポーツセンター  044(951)1234 
◆①親子スポーツデー教室 
・5/7～7/9 の毎週水曜 10:00～11:30 全 10 回 
・3～4 歳児と保護者 30 組  ・受講料 4,000 円 
◆②真向法体操 
・5/14～7/16 の毎週水曜 10:00～11:45 全 10 回 
・15 歳以上の方 40 人  ・受講料 5,000 円 
  ※利用料 大人 200 円 子ども・学生 100 円 
※申し込み ①②とも、3/18～4/29(必着)まで 
 に往復はがき(一人 1 枚)で麻生スポーツセン 
 ターへ（定員を超えた場合は抽選） 
 大山街道ふるさと館  044(813)4705 
◆19 年度第 2 回企画展 『昔の袋もの－生活の 
          工夫・そして美の創造－』 
        ・2/23(土)～3/9（日） 
                    1 0:00～17:00 
        ・江戸、明治、大正、昭和の 
         実物、模型、絵画などで 
         振り返る。 
        ◆常設展示 ・無料 

 

 ■第１期 陶芸教室 044(733)5893      ●申込み締切 3 月 9 日（日）必着   
  ◆水曜・土曜手びねりコース（定員 各 15 名）＊各コース共、4 月～7 月・12 回 
  ◆水曜・土曜ロクロコース （定員 各 10 名）＊手びねり( 9:30～12:30)・ロクロ(13:30～16:30) 

  ■陶芸一般開放    044(733)5893  
  ◆木曜コース・金曜コース  
  （手びねりコース 14 名・ロクロコース 10 名） 
  ＊午前( 9:30～12:30)・午後(13:30～16:30) 
 ●申込み受付 3 月 3 日（月）から  

  

 
 
 
 
 
 

 ■かわさき市民アカデミー 044(733)6626       2008 年度前期受講生募集！   
  ◆「野外活動を楽しむ」（主に土日）   ◆「現代の貧困と社会福祉」（火：10:30～） 
  ◆「道具学への招待」（火：10:30～）  ◆「自然への招待（川崎の自然）」（水：10:30～） 
  ◆「川崎の都市政策と市民活動（市民活動と市政）」（水：13:30～） 
  ◆「わがまちの防災活動プログラムをつくってみよう（川崎のまちづくり）」（土：13:30～） 
  ◆「川崎の文化史（川崎の歴史）」（土：10:30～） 
  ※ 他にも多彩なプログラムが用意されています。 

 
 
  
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 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。 

 代官屋敷前のボロ市 

 大山道旅人の像 


