
 
 
 
 ・日  程   ６月１４日(土)・２１日(土)・７月５日(土)・１０月４日(土) 
         上記のほか、７月～９月の期間に２回程度、小学校で実習体験を行います 
 ・対象・定員  原則４０歳以上で、今後中原区・高津区の小学校でアシストできる方 １５名 
 ・申込み・締切り E メール・官製はがき・FAX のいずれかで、６月６日(金)までに(消印有効) 
 ・受講料    ５,０００円（資料代１,０００円を含む） 
  ・問い合わせ  川崎市生涯学習財団 事業推進室 電話 044（733）6626  
                                     E メール suisin3@kpal.or.jp   FAX  044（733）6697 
■パソコンセミナー(５～７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

 ◆５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－(夜間) (5/13.16.23. 27.28,6/6.10.13.20.24) 
  ・ゆっくりじっくり EXCEL 入門 (5/13)  ・EXCEL 初級(5/14.15)  ・EXCEL 中級(5/21.22) 
 ・WORD 活用(新規開講) (5/19)  ・デジカメ入門(5/16)   ・デジタル画像編集/処理(5/28)   

・パソコンステップアップ(5/29.30) 
◆６月開講講座（定員 各 15 名） 

 ・パソコン入門(6/2.3)   ・ゆっくりじっくりパソコンセミナ－ (6/ 6.10.13.24.27) 
  ・WORD 初級 (6/11.12)  ・WORD 中級 (6/17.18)    ・インターネット/ブログ(6/20) 
  ・EXCEL 初級(6/25.26)  ・パソコンステップアップ (6/30.7/1) 

◆７月開講講座（定員 各 15 名） 
 ・ホームページ作成(7/3)  ・ゆっくりじっくりパソコンセミナ－ (7/ 4.8.16.22.25) 
  ・デジカメ入門(夜間) (7/4.8)  ・WORD 活用(新規開講) (7/7)  ・WORD 初級 (7/14.15)  

・EXCEL 初級 (7/17.18) ・EXCEL 中級 (7/10.11)  ・パワーポイント(新規開講) (7/23.24)

 

 

 

                   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 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｋパル  ０６号

平成 20(2008)年 5 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

 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。

 
 
 
 
 

 
募集の詳細は、市政だより（５/２１）、こどもニュース(５/１９) 

生涯学習情報誌ＳtageＵp(６/１)、および川崎市生涯学習財団の 
ホームページ（http://www.kpal.or.jp/）でご覧ください。 

実施コース・実施日時・募集人員 
１ 北海道中標津町        ８月１９日(火)～８月２２日(金) 

        小学生１６名・中学生８名 
２ 北海道岩見沢市       ８月１８日(月)～８月２１日(木)  小学生２４名 
３ 岩手県花巻市東和町   ７月２５日(金)～７月２８日(月)  小学生４２名 
４ 長野県富士見町     ７月２５日(金)～７月２８日(月)  小学生３３名・中学生１１名 
５ 和歌山県古座川町太地町 ８月  ６日(水)～８月  ９日(土)  小学生２４名 
６ 島根県益田市      ８月 １日(金)～８月 ４日(月)  小学生２４名 
７ 沖縄県那覇市      ７月３１日(木)～８月 ３日(日)  小学生２４名 

 

 

川崎市内の小学校５年生から中学校２年生までを対象にした「ふれあいサマー 
キャンプ」を、今年も各自治体の協力を得ながら計画しています。 

第１９回を迎える今年は、新たに沖縄県那覇市が加わり、北海道中標津町、 
北海道岩見沢市、岩手県花巻市東和町、長野県富士見町、和歌山県古座川町太地町、

島根県益田市の７つのコースに３泊４日で実施されます。 

 
 



 
－ 二子・高津の町並み ― 

 多摩川には、近世に入っても橋はなく、登戸から川

崎大師までの間に７カ所の渡船場がありました。 
 多摩川の水量は現在よりもはるかに多く、船も大き

く１艘に牛車８台を積んで運ぶことができ、船頭は２

または３人、時には４～５人で漕いだそうです。舟は

２～３艇あり、渡しは大正 14 年に二子橋ができるま

で続きました。 
 川を渡るとすぐ右手に、旧二子村の村社で寛永 18 
(1641)年に創建された二子神社があり、境内に岡本か

の子の息子・太郎の作で『誇り』と題する彫刻がたっ

ています。台座には、川端康成の揮毫で「としとしに

わが悲しみ深くしていよよ華やぐいのちなりけり」と

いうかの子の句碑あります。  
  旧二子宿の商店街を歩いて

いくと、大貫家跡や明治時代に

二子学社が置かれ近代小学校

教育の場となった光明寺、国木

田独歩文学碑のある高津図書

館があり、さらに府中道と交わ

る高津十字路を越えると大山

街道ふるさと館、二ヶ領用水の

大石橋を渡って旧溝口宿の商

店街に入ります。 
 明治時代まで二子や溝口あ 
たりには、街道沿いに蔵が建 
ち並んでいました。 

今でも、ひらまや質店、飯島

商店、タナカヤ呉服店、灰吹屋薬局、稲毛屋金物店な

ど蔵のあるお店が残っています。タナカヤ呉服店は、

土蔵造りの店と土蔵を組み合わせた建物で、店の後ろ

に母屋、二階の窓には千本格子があり伝統的な店造り

になっています。灰吹屋は、江戸時代に鈴木仁兵衛氏

が創業し、街道惟一の薬局として繁盛していました。 
 次回は、山開きと大山燈籠(7 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 (HP:5 月開設予定) 044(888)3588 
http://homepage3.nifty.com/seisyounen-ie/ 

◆夏休み親子人形劇場   
青少年の家では、今年も親子人形劇場を、 
8 月 25 日（月）に 2 回に分けて開催します。

・参加者は小学校 3 年生以下（親子同伴） 
・詳しい案内は、6 月下旬に行います。 

 子ども夢パーク      044(811)2001 
http://home.h00.itscom.net/yumepark/ 

◆夢パークまいにちがプレーパーク 
 ・５月３日(土)～６日(火) 9:00～21:00 
◆ボランティアによる手遊びや読み聞かせ 
 ・５月１３日(火)・６月１０日(火)あきらさん
 ・５月１９日(月)・６月１６日(月)なかのさん
◆『親子でもっと遊ぼう会』 

・５月１２・２６日・６月９・２３日(月) 
・10:30～13:00 頃【申込不要】 

◆夢♪交響楽(ドリーム・シンフォニー) 
   ～本日はおんがく日和～ 
 ・６月８日(日) 13:00～16:00 【無料】 
◆『夢パーク野球大会』（雨天中止） 

・６月２１日(土) 9:00～12:00 【無料】 
 宮前スポーツセンター  044(976)6350 

http://miyamaesc.web.fc2.com/index.html 
◆第２期スポーツ教室 
 ・パワーヨガ教室（申込締切 ６月２日） 
 ・ヨ ガ 教 室（申込締切 ６月２日） 
 ・バドミントン教室（申込締切 ６月３日） 
 ・ピラティス教室（申込締切 ６月４日） 
 ・卓 球 教 室（申込締切 ６月３０日）

 麻生スポーツセンター    044(951)1234 
http://miyamaesc.web.fc2.com/index.html 

◆健康体力相談 
 ・毎月第一・第三（土）曜日 
 ・時間 ①18:00～18:30 ②18:30～19:00 
          ③19:00～19:30 ④19:30～20:00 
 ・対象 中学生以上 
 ・場所 トレーニング室 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 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。

大石橋と稲毛屋金物店 

タナカヤ呉服店 

  
  川崎市生涯学習プラザは、一部用途変更のための改修工事のため、8 月 1 日～9 月 30 日の間は 

全館ご利用いただけません。なお、この期間中も財団の業務は通常通りおこない、利用申込受付 
は通常通り行います。 

また、202・203 会議室及び 204 和室は、改修工事後用途変更のため、8 月 1 日以降はご利用で 
きなくなります。 

大山街道ふるさと館 044(813)4705   ●ホームページを開設しました http://furusatokan.web5.jp/ 
・開館時間 10：00～17：00  ・休 館 日 年末年始(12 月 28 日～1 月 4 日) 
◆常設展示   入場料は無料です。お誘い合わせのうえ、ご自由にご覧ください。 

・地域ゆかりの芸術家に関する資料や歴史民俗資料等を「大山街道ふるさとの歴史・民俗自然展」と 
して展示し、多くの方にご来館いただいております。 
大山街道沿いには、まだ、まだ蔵や石造物などが点在しております。写真やパネルを観ながらご自 
分がすごした幼少期に思いを馳せたり、地図をたよりに現地を散策されるのも楽しいものです。 

◆２０年度第１回企画展示  ・7/19（土）～8/3（日） 
 ◆イベントホール・和室・会議室の貸し出しを行っています。


