
■小学校の PC 活用授業アシスタント養成講座                                         
・日  程   9 月 12 日(土)・19 日(土)・26 日(土)・10 月 24 日(土)  いずれも 13:30～16:30 
        上記のほか、9 月～11 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  概ね 45 歳以上で、今後川崎区・幸区の小学校でアシストできる方 15 名 
・受講料・締切り 4,500 円（資料代 500 円を含む）  9 月 3 日(木)(必着) 
■学校教育支援 環境学習アドバイザー養成講座                                    
・日程（予定） 10 月 21 日(水)・28 日(水)・11 月 4 日(水)・11 日(水) ・25 日(水) 
        いずれも 14:00～16:00  上記のほか、11 月に小学校で実習体験を行います 
・対象・定員  概ね 45 歳以上で、今後川崎市内の小・中学校でアシストできる方 30 名 
・受講料・締切り 2,000 円（資料代を含む）  10 月 13 日(火)(必着) 
◎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 

■夏休み子ども陶芸教室                                          
・日  程   8 月 11 日(火)・12 日(水)・18 日(火)・25 日(火)  いずれも 9:30～12:30 
・対象・定員  市内在住の小学校 3 年生～中学生 24 名   
・講  師   陶芸室一般開放利用作陶家 6 名程度 
・受講料・締切り 1,000 円（材料費・保険料）  往復はがきで 7 月 16 日(木)(必着) 
◎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 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２期 エアロビクス教室 ☎044（733）6626 
■開催日 9/7～12/14(毎週月曜日・全 12 回) 
    (9/21・10/12・11/23 は休み) 
■時 間 ・ベーシッククラス 10:00～11:00 

・ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟクラス  11:15～12:15 
■定員・受講料  各クラス 40 名・8,400 円 
◎募集期間 7/1(水)～8/10(月)（必着） 

第２期 気功太極拳教室  ☎044（733）6626 
■開催日・時間 
・基礎コース 9/8～12/8(毎週火曜日・全 12 回) 
      10:00～11:30 (9/22・11/3 は休み) 
・実践コース 9/9～12/ 2(毎週水曜日・全 12 回) 
      13:30～15:00 (9/23 は休み) 
■定員・受講料  各クラス 40 名・8,400 円 
◎募集期間 7/1(水)～8/10(月)（必着） 

第２期 ヨーガ教室    ☎044（733）6626 
■開催日 9/8～12/8(毎週火曜日・全 12 回) 
     (9/22・11/3 は休み) 
■時 間 ・A 13:30～15:00 

・B 15:15～16:45 
■定員・受講料  各クラス 40 名・8,400 円 
◎募集期間 7/1(水)～8/10(月)（必着） 

第２期 ボディケアのためのストレッチ教室  
             ☎044（733）6626 
■開催日 9/9～12/ 2(毎週水曜日・全 12 回) 
■時 間 15:50～16:50   (9/23 は休み) 
■定員・受講料  40 名・8,400 円 
◎募集期間 7/1(水)～8/10(月)（必着） 

第２期 陶芸教室   ☎044（733）5893 
■水曜コース 8/26～11/25(毎週水曜日・全 12 回) (9/23・11/11 は休み) 
・手びねりｺｰｽ 9:30～12:30 15 名 31,100 円  ・電動ﾛｸﾛｺｰｽ  13:30～16:30 15 名 37,100 円 
■土曜コース 8/29～11/28(毎週土曜日・全 12 回) (10/24・11/14 は休み) 
・手びねりｺｰｽ 9:30～12:30 15 名 31,100 円 ・電動ﾛｸﾛｺｰｽ  13:30～16:30 15 名 37,100 円 
◎募集期間 7/22(水)～8/5(水)（必着） 

 

Ｋパル  １３号

平成 21(2009)年 7 月 1 日

(財)川崎市生涯学習財団

企画広報担当

TEL 044-733-5811

K パ ル 通 信 

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  

 

各事業の詳細については、チラシやホームページ(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。 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
7 月 3 日（金）から募集を開始します。 
■開講講座  美術Ⅰ・Ⅱ 音楽Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 文学 

川崎学Ⅰ・Ⅱ みどり学Ⅰ・Ⅱ 国際関係 人間学

ボランティアⅡ 政治・社会 経済 日本史 
いのちの科学 暮らしの中の科学 環境とみどり 
エクセレント 現代事情 世界史 映像・メディア

社会福祉 夜間講座 特別講座 
■ワークショップ  人間学 政治・社会 日本史 
 音楽 美術 文学 国際関係 経済 みどり学Ⅱ 

 いのちの科学 環境とみどり カウンセリング 
 まち歩き(川崎学 A) まちづくり(川崎学 B) 
■受講申込締切  ・会員 7 月 24 日・聴講生 8 月 17 日

■詳しくは、後期チラシをご覧ください。 
・7/3 からプラザで、順次、市民館等で配布。 

川崎市生涯学習財団ホームページに掲載。 
・7/7 新聞折込み(朝日・毎日) ☎044（733）6626 

 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。 

１ 青少年の家              044(888)3588 
URL http://homepage3.nifty.com/seisyounen-ie/ 

◆夏休み親子人形劇場のご案内 
「かんぱとピーノイの米づくり」 
・日時 ８月２５日（火） １回目 10:00～11:30 
                        ２回目 13:30～15:00 
・会場 青少年の家 プレイホール 
・対象 高津・宮前区の小学校 3 年生以下 
    (保護者同伴)  各回とも定員 150 人 
・費用 【無料】 
・受付 ７月２日(木)から定員になるまで 

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

◆秋のスポーツ教室 
・気功太極拳教室【時間】10 時～11 時 30 分まで 
・卓球教室   【時間】14 時～16 時まで 
※共通項目【対象】15 歳以上  【定員】40 名 

【期間】10 月 7 日～12 月 16 日まで 
【曜日】毎週水曜日【受講料】5,000 円

【申込期間】8 月 18 日(火)～9 月 22 日(火)必着 
  ・申し込み『往復はがき』(参加者一人につき 1 枚)

麻生スポーツセンター『○○教室』係 まで 

５ 大山街道ふるさと館     044(813)4705 
 URL  http://furusatokan.web5.jp/ 

◆第１回企画展「袱紗（ふくさ）と風呂敷」 
―儀礼と実用の中に見る美意識― 

・期日 7 月 18 日(土)～8 月 2 日(日) 10:00～17:00
 ・会場 大山街道ふるさと館 １階展示室 

染織研究家笹岡洋一氏の蒐集品・作品の中から、贈
答品等を運ぶ際に使う袱紗と風呂敷を展示します。 

また、近隣の方々の資料、伝えられているものなど
も展示する予定です。 

先人達が生活の中で創造してきた袱紗と風呂敷が
持つ機能美と実用性について鑑賞していただきます。

６ 有馬・野川生涯学習支援施設 
 044(853)3737   URL（準備中）  

◆5 月 18 日にオープンしました。 
・開館時間 9:00～21:00 
・様々な情報収集や 

豊かな読書生活に 
・市民活動の打合せ 

や資料づくりに 
・活動の情報発信や 

交換・交流に 
・様々な会議や勉強 

会に 

 
パソコンセミナー  ☎044（733）5894 
◆７～９月の開講講座（定員 各 15 名）   
・ゆっくりじっくりパソコンセミナー(8/25,9/1.11.25.29) 
・ゆっくりじっくりWord入門(8/28)  ・パソコン入門(9/24) 
・ゆっくりじっくりExcel入門(9/8)   ・Word 活用(9/7) 
・Word 初級(7/9.10)(9/3.4)   ・Word 中級(7/14.15)
・Excel 初級(7/21.22)(9/9.10)  ・Excel 中級(9/17.18)
・Word/Excel 復習(8/20)   ・PowerPoint(9/14.15)
・パソコンステップアップ(7/1.2)(8/26.27) 
・インターネット活用(7/6)(9/30)  ・オンラインアル

・デジタル画像編集/処理(8/18)       バム作成(8/21)
 
 
 

 申込受付け締切は開講日の 4 日前になります。 
できれば 2 週間ほど前迄にお申し込みください。

 

指 定 管 理 施 設 か ら の ご 案 内

●夜間開講講座 ・ゆっくりじっくりWord入門(8/21.25)
・デジカメ入門(7/3.7) 

               ・デジタル画像編集/処理 (9/1.8) 

２ 子ども夢パーク        044(811)2001 
URL  http://www.yumepark.net 

◆夢パまつり‘09  ≪水あそびスペシャル!!≫ 
夢パークで思いっきり水遊びをしよう。屋台に、

ミニステージに･･･。今年もお楽しみに!!  
・7 月 20 日(月･祝)  10:30～15:00 予定 

◆KUJI ROCK 2009 -SUMMER- 
  スタジオ利用者による音楽ライブです。 
 ・8 月 22 日(土) 14:00 開場 14:30 開演 
◆おはなしおはなしパーク 

・毎月第 1 火曜日、第 3 月曜日 11:00～11:30 
◆月･水･土･日曜日はプレーパークの日 

たき火ができます。工具が使えます。 
※駐車場はありません。（障がい者用あり。）

３ 宮前スポーツセンター   044(976)6350 
URL http://miyamaesc.web.fc2.com/index.html ◆

◆８月から第３期教室募集 
  卓球・パワーヨガ・ヨガ・ジュニアフットサル・

バドミントン・親子体操(0 歳～2 歳児と 3・4 歳児)・
マリアンナ式筋力アップ教室・生き生き体操教室 
(60 歳以上)・ピラティス・ぺルビックエクササイズ。

その他に、申込が必要ない個人で利用できる種目
として、リフレッシュ体操・ソフトリフレッシュ体
操・太極拳・エアロビクス・シェイプアップエアロ
があります。     …当館にお問い合わせを! 


