
 
今年のサマーキャンプは 3 泊 4 日の日程で、7 月 30 日出発の沖縄県那覇市を始めに、島根 

県益田市(7/31 出発)、和歌山県古座川町・太地町(8/6 出発)、岩手県花巻市東和町(8/7 出発)、 
長野県富士見町(8/10 出発)、北海道岩見沢市(8/17 出発)、北海道中標津市(8/18 出発)の 6 道県 
7 つのコースに 128 名の参加を得て実施されました。 

各種体験学習や地元の小学生との交流、キャンプやホームステイによる宿泊体験等々、各県 
の担当者の工夫を凝らした体験日程の計画・実施により、参加児童生徒は多くの感動を持ち帰 
ってくれました。 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
たのしいキッズセミナーは、川崎市生涯学習プラザで 8 月 3 日～7 日の 

日程で開かれました。教科の基礎・ 
復習・予習・自由研究、造形教室、 
音楽、パソコン、英会話遊び、科学 
教室など 19 のコースに延べ 1,155 名 
の児童の参加がありました。 
それぞれのペース 
に合わせて目を輝 
かせて取り組んで 
いました。 

 

 

 

 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
ホームページのアドレスをあらわしています 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■学校教育支援 環境学習アドバイザー養成講座    044（733）6626 
【対象】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  
【日程】10/21.28 11/4.11.25 いずれも 14:00～16:00 このほか、11 月に小学校で実習体験を行います 
【定員】30 名   【受講料】2,000 円（資料代を含む）  【締切】10 月 13 日（火）必着 
【申込】E メール（suisin3@kpal.or.jp）または FAX（044－733－6697）または 官製はがき 
    〒211-0064 川崎市中原区今井南町 514-1 (財)川崎市生涯学習財団 事業推進室  

創作教室  044（733）6626 
市内在住または在学の小学 1 年生～中学 3 年生の児童・生徒で全回を通して参加できることを原則とします。

【定員】各教室 20 人        【教材費】5,500 円(保険料含む)    【締切】９月 1８日（金）必着 

【会場】生田中学校特別創作活動センター（小田急線 生田駅下車 徒歩１５分） 

【申込】往復はがき 締切日必着です。 

    〒211-0064 川崎市中原区今井南町 514-1 (財)川崎市生涯学習財団 事業推進室 青少年創作教室係 

Ｋパル  １４号

平成 21(2009)年 9 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。 

■フレンドリークラブ  【日程】10/3.31 11/7.21 12/5.19 1/16.30 2/6.20 
 大地をテーマに、染色・陶芸・工作・絵など、いろいろな方法で制作します。 

■創作クラブ      【日程】10/10.31 11/14.28 12/12.26 1/9.23 2/13.27 

木工作・陶芸・紙粘土など、いろいろな素材をつかって自分のイメージした家をつくります。 

 

 

東和 富士見 和歌山 

益田 中標津岩見沢 
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プラザ陶芸室『一般開放』 044（733）5893 
■木曜・電動ロクロコース(各 10 名) 

形成日 11/26 削り日 12/3 釉薬日 12/17 
・午前の部 9:30～12:30 午後の部 13:30～16:30 

■木曜・手びねりコース(各 14 名) 
形成日 11/26 削り日 12/3 釉薬日 12/17 
・午前の部 9:30～12:30 午後の部 13:30～16:30 

■金曜・電動ロクロコース(各 10 名) 
形成日 11/27 削り日 12/4 釉薬日 12/18 
・午前の部 9:30～12:30 午後の部 13:30～16:30 

■金曜・手びねりコース(各 14 名) 
形成日 11/27 削り日 12/4 釉薬日 12/18 
・午前の部 9:30～12:30 午後の部 13:30～16:30 

※各コースとも、10 月 1 日受付締切（抽選） 

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

◆よちよち歩きの子あつまれ！ 
よちよち歩きのお子さんにとっては魅力たっ 

 ぷりな施設をふんだんに使い、楽しいひと時を 
過ごしてみませんか。 定員はありませんが、 
電話にて、お申し込みください。 
・ 9 月 9 日(水) プールであそぼう！ 
・11 月 10 日(火) たき火で焼き芋 
・ 3 月 23 日(火) お花見 
【対象】未就園児【時間】10 時～11 時 30 分 
【費用】無料  【申込】要『電話』直前まで可 

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

◆秋のスポーツ教室 
【期間】10 月 7 日～12 月 16 日 毎週水曜日 
・気功太極拳教室 10 時～11 時 30 分 
・卓球教室    14 時～16 時 

※15 歳以上 定員：40 名 【受講料】5,000 円
【申込】『往復はがき』にて 9 月 22 日(火)必着  

◆特別企画事業 ―子ども無料体験－ 
 ※多摩区・麻生区の小学校に在学する児童を対象 

午前：１・２・３年生  午後：４・５・６年生
・卓球教室 10 月 17 日(土)  午前・午後 各 40 名
・マット運動教室 10 月 31 日(土)     各 50 名
【申込】『往復はがき』にて 9 月 16 日(水)必着  

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

◆第１回文化講演会 「川崎を掘り続けて半世紀」 
講師：持田春吉氏（川崎考古学研究所長） 

【日時】9 月 19 日(土) 10:00～12:00 
【申込・定員】9/1(火)より電話・FAX 先着 64 名 
◆郷土理解講座「見る！知る！触れる！大山街道」 

講師：鈴木 穆氏（高津文化協会長） 
【日時】9/26(土)・10/3・24(土)の 3 回 13:30～15:30
【申込・定員】9/1(火)より電話・FAX 先着 60 名 

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

夏休み特別企画事業として、親子ゆかた着付講習
会、おもしろ科学実験教室、小・中学生オセロ大会、
キッズパン教室、夏の夜のクラッシックの夕べなどを
開催したところ、小学生から大人まで多くの皆さんの
ご参加をいただきました。 

今後さらに、自主事業あるいは協賛事業として、有
馬の歴史探究、初心者向け囲碁、卓球教室、太極拳、
パソコン教室、料理教室や書道などの講座を開催し、
地域の皆さんの生涯学習支援を進めます。決定した講
座から順次広報いたしますが、詳細は事務室までお問
い合わせください。 

 
パソコンセミナー  044（733）5894 
◆９～１０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(10/2.7.16.23.29) 
・ゆっくりじっくりExcel入門(9/8)   ・パソコン入門(9/24) 
・パソコンステップアップ(10/5.6) ・デジカメ入門(10/9) 
・Word 活用(9/7)  ・Word/Excel 復習(10/27) (10/30)
・Word 初級(9/3.4) (10/27.28)  
・Excel 初級(9/9.10)(10/14.15)  
・Excel 中級(9/17.18) 
・PowerPoint(9/14.15)   
・インターネット活用(9/30)  
 
 
 

 

●夜間開講講座 ・デジカメ入門(10/7.9) 
               ・デジタル画像編集/処理(10/16.23)

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

◆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。 
※9/19(土)～23(水)毎日が PP(ﾌﾟﾚｰﾊﾟｰｸ)の日開催 

◆野球大会  
あすか製薬さんのグラウンドをお借りし、草野球。
技術や年齢に関係なく誰でも参加できます。手持ち
の野球道具を持ってきてね。 
・9 月 19 日(土) 9:00 夢パーク集合 

◆こどもゆめ横丁  
いつもの夢パークに子どもの商店街が出現！ 
自分たちで一から考え工夫し、店をつくり、商いも
行う。今年はどんな街なみが現れるかお楽しみに！ 
・11 月 3 日(火・祝) 10:30～15:00 予定 

◆親子でもっとあそぼう会 
乳幼児親子対象、プレーパークで遊びます。 
・第 2、第 4 月曜日 10:30～13:00 くらい 

※駐車場はありません。障がい者用駐車場については
お尋ねください。 

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

◆１０月から開始する第３期教室募集します 
 募集教室はパワーヨガ・ヨガ・バドミントン・親
子体操(0 歳～2 歳児と 3・4 歳児)・いきいき体操教
室(60 歳以上)となります。 

また、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。その他に 10 月 12 日（月）の体育の日に無
料開放を行いますので是非ご参加ください。 

     …詳しくは当館にお問い合わせを!!

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。 


