
 
 
 
 
 
生涯学習プラザ利用の方々への感謝と地域の皆様に、川 

崎市生涯学習財団への理解を深めていただくために、今年 
も川崎市生涯学習プラザ駐車場で                 

                     生まれ変わり、11 月 9 日（月）から

15 日(日)にかけて、講演会、展示、

野外学習、シンポジウムなど多彩に

行われます。このフェスタは、一部

事前申し込みが必要な催しもあり

ますが、多くの催しには、どなたで

も自由にご参加いただくことがで

きます。 
この機会に、川崎市生涯学習

プラザまで、ちょっと足を運ん

でみませんか。 

 

 

 

 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 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ｋパル  １５号

平成 21(2009)年 11 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。 

第３期 エアロビクス教室 ☎044（733）6626 
■開催日 1/18～ 3/15(毎週月曜日・全 8 回) 

(2/22 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・5,600 円 
◎募集期間 11/14(土)～12/14(月)（必着） 

第３期 ヨーガ教室    ☎044（733）6626 
■開催日 1/12～ 3/23(毎週火曜日・全 10 回) 
     (1/26 は休み) 
■時 間 ・A 13:30～15:00 

・B 15:15～16:45 
■定員・受講料  各クラス 45 名・7,000 円 
◎募集期間 11/14(土)～12/14(月)（必着） 

第３期 気功太極拳教室  ☎044（733）6626 
■開催日・時間 
・基礎コース 1/12～ 3/16(毎週火曜日・全 10 回) 
      10:00～11:30  
・実践コース 1/13～ 3/ 17(毎週水曜日・全 10 回) 
      13:30～15:00  

■定員・受講料  各クラス 40 名・7,000 円 
◎募集期間 11/14(土)～12/14(月)（必着） 

第３期 ボディケアのためのストレッチ教室  
             ☎044（733）6626 
■開催日 1/13～ 3/ 17(毎週水曜日・全 10 回) 
■時 間 15:50～16:50  
■定員・受講料  40 名・7,000 円 
◎募集期間 11/14(土)～12/14(月)（必着） 

第３期 陶芸教室   ☎044（733）5893 
■水曜コース 12/ 9～3/24(毎週水曜日・全 12 回) (12/23・12/30・1/27・3/10 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 10 名 37,100 円 
■土曜コース 12/12～3/27(毎週土曜日・全 12 回) (12/26・1/ 2・1/ 23・3/13 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 10 名 37,100 円 
◎募集期間 11/16(月)～11/30(月)（必着） 

出店に協力応募された 25 店程の

ブースを使って、11 月 14 日（土） 
10 時～15 時の予定でフリーマー

ケットを開催いたします。 
〔雨天時は翌 15 日に順延〕 
 また、かわさき市民アカデミー

恒例の学園祭が、今年フェスタに 

【川崎市生涯学習プラザ】
JR 南武線・東急東横線 

武蔵小杉駅下車徒歩 12 分



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
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。 

プラザ陶芸室『一般開放』 044（733）5893 
■木曜コース 
【・電動ロクロ(各 10 名)・手びねり(各 14 名)】 
・午前の部 9:30～12:30 午後の部 13:30～16:30 
≪11 回≫ 形成日 1/7 ・削り日 1/14・釉薬日 2/4 
≪12 回≫ 形成日 1/21・削り日 1/28・釉薬日 2/18
≪13 回≫ 形成日 3/4 ・削り日 3/11・釉薬日 3/25

■金曜コース 
【・電動ロクロ(各 10 名)・手びねり(各 14 名)】 
・午前の部 9:30～12:30 午後の部 13:30～16:30 
≪11 回≫ 形成日 1/8 ・削り日 1/15・釉薬日 2/5 
≪12 回≫ 形成日 1/22・削り日 1/29・釉薬日 2/19
≪13 回≫ 形成日 3/5 ・削り日 3/12・釉薬日 3/26

※各コース共、形成日の前月 1 日受付締切（抽選）

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

◆第 14 回『青少年の家フェスタ』参加団体の募集！
日頃より青少年の家を利用されている皆さんの

活動内容の発表や、各種イベントなどを行う『青少
年の家フェスタ』の参加団体を募集します。 
【開 催 日】 平成 22 年 3 月 14 日(日) 
【受付期間】 平成 21 年 11 月～12 月中旬 
【申込方法】 青少年の家にて配布している 

「申込案内」を参照して下さい

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

◆冬のスポーツ教室 
【申込】11/18 から 12/23 まで・『往復はがき』 
 宛先：麻生スポーツセンター 「○○教室」係 

(〒215-0021 麻生区上麻生 3-6-1） 
◎バウンドテニス教室 
【期間】1 月 7 日～3 月 25 日 毎週木曜・全 10 回 
【時間】10 時～11 時 30 分 

※15 歳以上 定員：50 名 【受講料】5,000 円
◎ストレッチ体操教室 
【期間】1 月 13 日～3 月 24 日 毎週水曜・全 10 回
【時間】14 時～15 時 30 分 

※15 歳以上 定員：40 名 【受講料】5,000 円

パソコンセミナー  044（733）5894 
◆１１～１２月の開講講座（定員 各 15 名）   
 【開催時間】全講座 10:00～16:00 
・ゆっくりじっくりパソコンセミナー（11/26.12/2.8.11.17） 
・ゆっくりじっくりExcel入門（11/4） ・パソコン入門（11/5） 

・パソコンステップアップ（11/24.25） ・デジカメ入門（11/20）

・Word 初級（12/9.10）  ・Excel 初級（12/3.4） 
・Word 中級（11/18.19） ・Excel 中級（11/9.10） 
・Word 活用（12/16）  ・インターネット活用（11/12）

   ・住所録作成（11/16） 
・Word で作る年賀状（11/27）（12/7） 
・Excel で作る家計簿/会計簿（11/13） 

 

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

◆こどもゆめ横丁 （こどもの権利の日事業） 
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。夢パークが“子どものまち”になります。  
・11 月 3 日(火・祝) 10:30～15:00  

◆KUJI ROCK 09 やや Winter（こどもの権利の日事業）

夢パークのスタジオ利用者によるロックフェスティ
バル。2 階「ごろり」が子どもたちの手でロック会
場に変わります。 
・11 月 28 日(土) 14:00 開場 14:30 開演  

◆おさがりバザール週間 
着られなくなった子どもの服や靴を譲り合います。
おさがり品は無料でお譲りします。 
・11 月 18 日(水)～24 日(火) 14:00～  

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

◆１１月から第４期教室募集！ 
…当館にお問い合わせください!! 

種目は、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)、いきいき体
操教室(60 歳以上)、ピラティスを募集します。 

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。

指 定 管 理 施 設 か ら の ご 案 内

５ 大山街道ふるさと館     044(813)4705 
 FAX 044(814)0250  URL http://furusatokan.web5.jp/

◆特別企画展  【会場・１階展示室】 
大山街道沿いの旧家にあった帳場箪笥から発見
された小判を展示します。 

【日時】11 月 7 日(土)～15 日(日) 10 時～17 時 
◆文化講演会 【会場・２階イベントホール】 

 「小判が語りかける江戸期の二子・溝口の繁栄」 
【日時】11 月 7 日(土) 10:00～11:30 13:00～14:30

 【講師】午前：高橋典子氏  午後：湯本豪一氏 
【申込】受付中(9 時～)電話または FAX 先着 64 名

◆街道学習講座 【会場・２階イベントホール】 
川崎を通る街道の発達と市民生活について 

【日時】12／12(土)・1／16(土) 13 時～15 時 30 分
【講師】羽田 猛氏（郷土史研究家） 
【申込】11/1(日) 9 時～ 電話・FAX 先着 64 名 

 お役立ち！ 

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

◆男の料理教室 【土曜日・全 3 回】 
【日時】11/21.28 12/12  10:00～12:00 

 【会場】3 階調理室 【材料費】1,500 円／3 回 
【講師】大沼美保子（ヘルスメイト） 
【申込】11/7  9:00～ 電話にて 先着 24 名 

◆チャレンジ卓球教室【水曜日・全 10 回】 
【日時】11/25～毎週水曜 10 回  14:00～16:00 

 【会場】２階集会室 【費用】5,300 円 
【講師】岡野恵美子（A 級スポーツ指導員） 
【申込】11/11  9:00～ 電話・窓口  先着 26 名 

◆レッツ太極拳 【木曜日・全 16 回】 
【日時】12 月～毎週水曜 16 回 10:00～12:00 

 【会場】２階集会室 【費用】4,120 円／月 
【講師】斎藤マスミ（太極拳協会指導員） 
【申込】11/19  9:00～ 電話・窓口 先着 30 名 


