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(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

 

川崎市生涯学習プラザは、一部用途変更のため 8 月１日から 

9 月 30 日の間、改修工事を行います。改修後は、１０月 1 日 

(１０１活動室は１１月 1 日)から、ご利用いただける予定です。 

１０月分の「利用申し込み受け付け」を実施いたします。 

７月１日受付・抽選（多目的ルーム、フィットネスルーム）、 

７月２日受付開始（２０１・３０１・４０１会議室） 

 ※活動室は、８月４日受付開始 

●施設利用料金表（単位：円） 
 

施設名 
午前 
9：00 
～12：00 

午後 
13：00 
～17：00 

夜間 
17：30 
～21：00 

全日 
9：00 
～21：00 

401 大会議室 ６，０００ ７，０００ ８，０００ ２１，０００ 
301 会議室 ３，０００ ４，０００ ５，０００ １２，０００ 
201 会議室 ３，０００ ４，０００ ５，０００ １２，０００ 
101 活動室 １，５００ ２，０００ ２，５００ ６，０００ 
302 多目的ルーム 
２時間 ２，５００円  延長１時間 １，０００円 １２，５００ 
402 フィットネスルーム 
２時間 ２，５００円  延長１時間 １，０００円 

         シャワー１人１回につき １００円 １２，５００ 

※303 研修室 及び 実習室は一般貸出をしていません 

《割増料金》  

 ※土曜日・日曜日・祝日は２割増 

 ※営利を目的とする研修会・講習会・商品説明会等は５割増 

 ※物品の販売を目的とするものは１０割増 

  ※入場料等を徴収する催事・公演等は５割～２０割増 

《キャンセル料》  ※使用日を除く１週間前まで無料。 

使用日の６日前から使用当日まで全額 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１０１活動室（１階）の概要 
◎現在の１階「談話室」を、自動販売機のある壁面まで広げて

仕切り、室内にはカーテンを設置します。また、床面には弾
力性のあるクッションフロアを使用する予定です。 
（床面積３６.２㎡・土足禁止） 

◎施設を利用している間の児童室、小規模な会議等で利用でき
ます。 

 

 夏休み特別講座「たのしいキッズセミナー」
（期間：７/２８～８/１）    電話 044(733)6626 

多くのお申し込みをいただき、ありがとうございました。引

き続き募集中の講座もありますので、受講を希望される場合

はお電話でお問い合わせください。 

詳細は、本財団のホームページ(http://www.kpal.or.jp)で

も、ご覧いただけます。 



 
 
 ●陶芸１(7/25.26 8/2.9) 7/7 締切 1,600 円    ●陶芸２(7/27 8/3.10.17)  7/10 締切 1,600 円 

●ピンホールカメラ(7/31 8/1.2)  7/14 締切 2,200 円    ●木工作(8/4.5.6) 7/17 締切 1,800 円 
●油絵(8/8.9.10)  7/22 締切 2,100 円         ●工作(8/18.19.20)  7/24 締切 1,600 円 

 ・会 場  生田中学校特別創作活動センター ・申込み 郵送（往復はがきに必要事項記入） 
 ・対象・定員  市内在住または在学の小学１年生から中学３年生 各教室２０名 
■パソコンセミナー(５～７月期) 044（733）5894    
 ◆７月開講講座（定員 各 15 名） 申込締切は開講日の 2 週間ほど前が目安です 
 ・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) 

 
－ 大山講と大山燈籠 ― 

 
 雨乞いの神様として知られる大山は、古くから人々の
信仰を集めて、江戸時代には村ごとに「講」という信者
のグループができました。大山参りの講の人たちは菅笠、
法被にわらじ姿で、腰に鈴をつけ、「散華散華、六根清浄、
大山石尊大権現」と唱えながら歩き、「ビッキョヲクレ」
と追いかける近所の子どもたちに、小銭を投げ与えたそ
うです。溝口の大山講は、明治４４年からはじまり「大
溝太々講」として現在講員は４３名、御師は大木照夫さ
んです。 

大山登拝のコースは、明治の末から大正期にかけては
大山街道を通らず、府中街道で川崎に出て汽車に乗り、
平塚から徒歩で、のちにバスで伊勢原に行き大山に登り
ました。当日、阿夫利神社 
に参拝してお祓いを受け、 
太々神楽を奏納してその日 
は御師宅に１泊し、翌日、 
奥の院まで行ってから下山 
し、帰ってきました。 

昭和２年に小田急線が開 
通すると、登戸に出て電車 
で伊勢原まで行くようにな 「大溝太々講」御師宅『大木荘』 

りました。 
溝口では、毎年「春山シーズン（４月５日～２０日）」

のお参りで、今年は４月２０日（日）に３７名が日帰り
で実施されました。関東一円でも大きな講である宮前区
の馬絹講は、夏山シーズン（７月２７日～８月１７日）
の参拝で、毎年８月１日に各地区の年番が交代で行き、
４年に一回は全員が参加する仕組みになっています。御
師宅は「和田増城」です。 

大山街道沿いの各村落では、夏山シーズンに要所要所
に木の燈籠を立て毎晩欠かさず火を灯しました。大山燈
籠は、総桧製の高さ・幅・奥行きそれぞれ７５㎝位の燈
籠を４寸角、高さ６尺の柱にのせたものです。昭和２４
年ごろ一旦廃止され、昭和５５年から二子だけは復活し、
毎年「高津区民祭」の行事に合わせて二子 
神社の前に立てられるようになりました。 

 
 
 

 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 
◆みんなで遊ぼう！（仮称） 
・9 月 18 日（土）～19 日（日）1 泊 2 日 
 キャンプファイヤー・火おこし・バーベキュー等、

学校・学年を超えて集まった仲間と楽しく遊ぶ。 
・市内在住・在学の小学 4 年～中学 3 年 
・参 加 費 3,000 円 ・定 員 30 名 
・申し込み ハガキで、8 月 20 日(水)必着 
〒216-0033 宮前区宮崎 105－1 川崎市青少年の家

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

◆夢パまつり'０８（５周年記念） 
 ●7 月 21 日（月・祝）に実施 
 思いっきり水で遊ぼう「水遊びスペシャル」
  ＝着替え・履き替えの靴も用意してネ!!＝ 
 ・飛び入り歓迎のミニステージ、縁日屋台、

盆踊りもあるよ!! 
◆ＫＵＪＩＲＯＣＫ '０８ ＳＵＭＭＥＲ 
  7 月 31 日（木）に実施します。 
 皆様のご来場をお待ちしています。 
 宮前スポーツセンター  044(976)6350 

http://miyamaesc.web.fc2.com/index.html 
◆「夏休み特別スポーツデー」のお知らせ 
・市民健康デー…卓球個人開放、健康相談コー

ナー、体力相談コーナー 
・犬蔵中学校プール開放…プール個人開放 
・親子スポーツデー…親子対象のエアロビ「親

子ふれあい体操」（４ヶ月～２歳児） 
・小学生スポーツデー…ニュースポーツ体験 

 麻生スポーツセンター    044(951)1234 
http://homepage2.nifty.com/asasupo/ 

◆トレーニング室のエアロバイクを新しく５台
入れ替えました。ご利用をお待ちしています。

 
                                川崎市生涯学習財団 事業推進室 青少年創作教室係 

                      電話 044（733）6626  E メール academy5@kpal.or.jp  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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。 

締切後も定員に満たない場合には引き
続き受付けます。 

 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。

 

大山街道ふるさと館  044(813)4705  
      http://furusatokan.web5.jp/ 
◆常設展示 【無料】 ・開館時間 10:00～17:00 
◆ｲﾍﾞﾝﾄﾎｰﾙ・和室・会議室の貸し出しを行っています。 
◆平成２０年度第１回企画展示【無料】 
 大山街道の生活(くらし)―ふるさと館所蔵の品々を中心にー 
・7 月 27 日(日)に実施される高津区民祭を中心に夏の企画展
を開催します。今年は、ふるさと館に寄贈された懐かしい
品々が展示される予定です。●7/24(木)～8/10(日)の 18 日間

 


