
 

 

 

 
 
Ｋパルとは川崎市生涯学習財団の英語表記 Kawasaki Promotion Agency of Lifelong learning の略称です。 
このＫパル通信では川崎市生涯学習財団や関連施設で行っているさまざまな事業についてご案内しています。 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 
 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け付けます。

 
 
 
 
“懐かしい”と思って土に触れたものの、制作にあたってみると思うように 
いかないもどかしさを感じました。どうにか仕上げるまでに、どれだけ心が 
揺れただろう。自分だけの大切な作品、出来上がった喜びと悔い。そして、もう一度・・・・。 
初めは誰もが初心者です。皆さん土に触れてみませんか。 

◆ 水曜日コース 8/25~11/24 全 12 回(9/22･11/3 は休み) 
  ・手びねりコース   9:30～12:30 15 人 31,100 円 
  ・電動ロクロコース 13:30～16:30 10 人 37,100 円 
◆ 土曜日コース 8/28~11/27 全 12 回(9/25･11/13 は休み) 
  ・手びねりコース   9:30～12:30 15 人 31,100 円 
  ・電動ロクロコース 13:30～16:30 10 人 37,100 円 

 

◆７月開講講座（定員  各 15 人）   
・Powerpoint  （7/5.6） 
・パソコンステップアップ (7/8.9） 
・デジカメ入門  （7/13） 
・Excel 初級    （7/14.15） 
・Word 初級    （7/20.21） 
・デジタル画像編集処理 （7/29） 

◆８月開講講座（定員  各 15 人） 
・デジカメ入門 （8/20） 
・中高年齢者のためのパソコン入門  

（8/24・9/3.9.16.30） 
・パソコン入門 （8/25.26）  
・デジタル画像編集・処理 （8/27） 

第２期 エアロビクス教室
■開催日 8/30~11/29(毎週月曜日・全 12 回) 
     (9/20・10/11 は休み) 
■時間 10:00～11:00 
■定員・受講料  40 人・8,400 円 

第２期 気功太極拳教室 
■開催日・時間 
・火曜日コース 9/7～11/30(毎週火曜日・全１２回)
       10:00～11:30(11/23 は休み) 
・水曜日コース 9/8～12/1(毎週水曜日・全 12 回) 
       13:30～15:00(11/3 は休み) 
■定員・受講料  各コース 40 人・8,400 円 

第２期 ヨーガ教室 
■開催日・時間  

9/7～11/30(毎週火曜日・全 12 回) (11/23 は休み)
・A コース 13:30～15:00 
・B コース 15:15～16:45 
■定員・受講料   

各コース 45 人・8,400 円 

第２期 ボディメイク エクササイズ教室 
■開催日 8/30~11/29(毎週月曜日・全 12 回) 
     (9/20・10/11 は休み) 
■時間 11:15～12:15 
■定員・受講料  40 人・8,400 円 
第２期 ボディケアのためのストレッチ教室
■開催日 9/8~12/1(毎週水曜日・全 12 回) 
     (11/3 は休み) 
■時間 15:40～16:40 
■定員・受講料  40 人・8,400 円 

【募集期間】 
6/22(水)～7/21(火)必着 
受講希望者が定員を超えた場合は 
抽選とさせていただきます。 
☎ 044(733)5893 
川崎市生涯学習財団 陶芸教室担当

川崎市生涯学習財団からのご案内

KKK   パパパ ルルル 通通通 信信信   
http://www.kpal.or.jp/ 

Ｋパル １９号
 2010 (平成 22)年  7 月 1 日

川崎市生涯学習プラザ内 

(財)川崎市生涯学習財団
企画広報担当

TEL 044-733-5811

第２期に２０３活動室で次の講座が新設されます！！ 
 ◇ フラダンス（初心者）教室――木曜日午前 
 ◇ 太極拳  （初心者）教室――水曜日午前 
 ◇ ストレッチ（リズム体操・ボール）教室――金曜日午前 



 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

かわさき市民アカデミーでは、初めて受講を希望される方を対象に、募集説明会を次の４ヶ所で開催い

たします。かわさき市民アカデミーのあらましや講座内容、申込方法等をわかりやすく説明します。 
事前のお申込は不要です。どなたでも参加できます。  【問合せ】☎０４４－７３３－５５９０ 

 

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け付けます。 

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 

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 
 人形劇団ひとみ座「じゅげむじゅげむ」 
日時：8 月 17 日（火）午前 10：00～11：30 
           午後 13：30～15：00 
会場：青少年の家 プレイホール 
対象：小学校３年生以下（保護者同伴のこと）＊無料
定員：各回 150 人  
受付：電話で受付  7 月 15 日より開始 

定員になり次第締め切ります。 

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》 
◆のびのび体操 

対象：30 歳以上 受講料：5,000 円 
  期間：9/6~12/13 全 10 回 
  曜日：毎週月曜日 10:30～11:30 
【申込期間】7 月 18 日(日)～8 月 22(日)必着 

往復はがきに、氏名・住所・電話番号・年齢 
を書いて、「のびのび体操」係まで 

☆気功太極拳･卓球も8/17より募集開始いたします。

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

◆夢パまつり 7周年記念《水あそびスペシャル！》
 7 月 19 日(月・祝)11:00～16:00 予定 
 夢パークで思いっきり水あそびをしよう。 

屋台に、ミニステージに･･･今年もお楽しみに！
◆KUJI ROCK 2010 ‐SUMMER‐ 
 7 月 24 日(土) 14:00 開場 14:30 開演 
 スタジオ利用者による音楽ライブです。 
 2 階“ごろり”がライブステージに！！ 
◆おさがりバザール週間 
 7 月 21 日(水)～27 日(火) 14:00～ 
 着られなくなった子ども服や靴の譲り合い。 
◆おはなしおはなしパーク 毎月第 2 火曜と第 3 月曜
◆プレーパークの日 毎月 月・水・土・日曜日

☆駐車場はありません。障がい者用駐車場につ
 いてはおたずねください。 

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

第 1 回企画展「墨が創り出す音のない音楽展」 
  期間 7 月 10 日から 8 月 1 日 
《高津区民祭参加事業》 
「書は美しい音の世界 

を秘めている。」と熱く 
語る地元の書道家 島崎  
鳳濤(ほうとう)氏の作品 
を展示します。 

区民祭当日は、書の 
実演を予定しています。 

６ 有馬・野川生涯学習支援施設《アリーノ》

URL http://www.arima-nogawa.jp 044(853)3737
◆市民活動支援講座 ７月２７日(火)10 時～12 時 

「活動資金は、こうして得よう」 
～活動で課題になるのは資金～ 

講師：NPO 法人アクションポート横浜常務理事 
川 崎 あ や さん 

〇市民活動相談窓口:ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 錦織英二郎氏 
◆第７回クラシックの夕べ 7 月 3 日(土) 16 時開演

 「ピアノデュオ」         
デュオ・エスターテ(池田美奈子・山田智子) 

＊ 第 8 回クラシックの夕べは、8 月 28 日「ジャズ」の予定

◆夏休み子ども向け教室開催 
 「ワクワクドキドキ理科教室」「オモシロ算数教室」
「書道でアート」「親子で体験合気道」 
＊ 詳細は、後日アリーノホームページに掲載します。 

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期教室募集が始まります 
  募集種目は、卓球・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)・ピラティス・ぺ
ルビックエクササイズ・ズンバゴールド。 

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。 
☆ 詳しくは当館にお問い合わせください。 

高津市民館 ミューザ川崎 麻生市民館 生涯学習プラザ
月・日 ７月１４日（水） ７月１６日（金） ７月２１日（水） ７月２３日（金）
会場 第１・第２会議室 研修室１ 視聴覚室 ２０１会議室
定員 ４０人 ３０人 ４０人 ５０人

１回目13:20～14:50 １回目13:20～14:50 １回目13:20～14:50 １回目13:20～14:50
２回目15:10～16:40 ２回目15:00～16:20 ２回目15:10～16:40 ２回目15:10～16:40

住所
川崎市高津区溝口
1-4-1ノクティ2 12階

川崎市幸区大宮町
1310

川崎市麻生区万福寺
1-5-2

川崎市中原区今井南町
514-1

時間


