
 

 

 
 
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。 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     
        
 

２０１０．１１．４（木）～１１・１８（木） 
第１６回かわさき市民アカデミーフェスタ（学園祭）を開催します。11 月 13 日(土)・14 日(日)は、

生涯学習プラザにて、１年間の学習成果を発表や展示で市民の皆様に公開すると共に、講演会・公開 
講座・フリーマーケットなど多彩な催しも企画しています。 

詳しくは、ホームページ(http://npoacademy.jp/)でご覧いただくか、実行委員会事務局にお問い合 
わせください。              ★フェスタ実行委員会事務局 ☎０４４－７３３－５５９０

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 ２０号
 2010 (平成 22)年  9 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

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、
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。 

 
【大体育室】 
・9:00～11:30 バトミントン・13:00～16:00 卓球 
【小体育室】 
・9:30～11:00 エアロビクス・14:00～15:30 健康体操

【第一武道室】       【第二武道室】 
・10:00～11:30 太極拳   ・13:30～15:00 ヨガ 
【トレーニング室】(中学生以上) 
・9:00～12:00・13:00～16:30・17:30～21:00 
※ トレーニングウェア・室内シューズ・タオル・バド

ミントンや卓球用具は各自ご用意ください。 

麻生スポーツ縁日 
１０月３０日（土）９：３０～１１：３０ 

【対象】 小学生の親子  【参加費】 無料 
【内容】 カローリング・シャッフルボード・キンボー

ル・屋内ペタンク・フリンゴ・３B 体操・ 
スポーツチャンバラ・スポーツ吹き矢 

【申込】 ハガキで応募してください。 
            10 月 2 日（土）締切 
 
【問合せ】 麻生スポーツセンター 

川崎市麻生区上麻生 3-6-1  044(951)1234
URL http://homepage2.nifty.com/asasupo/l 

 
【大体育室】 
・9:00～11:30 卓球(小学生以上) 
・13:00～16:00 バレーボールクリニック 
  (小中学生対象。下記の事前申し込みが必要です) 
【小体育館】 各回定員 30 人(先着順) 
・10:30～11:30 ピラティス(15 歳以上) 
・13:00～14:00 ファミリー体操(未就学児と保護者) 
・14:00～15:30 シェイプアップエアロ（15 歳以上）

※ それぞれのプログラム開始時間の 30 分前より、受

付にて整理券を配布いたします。 
【トレーニング室】(中学生以上) 
・最終入場は、午前･午後・夜間それぞれ終了 30 分前。

・平日に開催しご好評いただいている「ベーシックプ 
ラス」を実施します。(要予約) 

【研修室 2】 
 保育ルーム 

【対象】3 ヶ月～4 歳 
 【時間】午前 9:00～12:00 午後 14:00～16:00 
《 バレーボールクリニック 》 
集まれ！小中学生！ 
未来のバレーボール日本代表はキミかも！ 

申込方法 電話にてお申し込みください。 
申込期間 9/13(月)～9/19(日)9:30～20:00 
申込内容 ①参加者氏名 ②電話番号(緊急連絡先) 
     ③学校名 ④学年 ⑤性別 
定    員 ６０人(先着順) 

※ 運動のできる服装でご参加ください。 
 
【問合せ】宮前スポーツセンター 

川崎市宮前区犬蔵 1-10-3  044(976)6350
URL http://miyamaesc.web.fc2.com/index.html 



創作教室“創作クラブ・フレンドリークラブ”  ☎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】 ６,500 円（保険料含む）    

【会場】 生田中学校特別創作センター（小田急線 生田駅下車 徒歩１０分） 

【申込】 往復はがきでお申し込みください。   【締切日】９月１０日(金) 締切日必着です！ 

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

 

 
 
 
 
 
 

《創作クラブ》 【日程】10/2・16・11/6・20・12/4・18・1/15・29・2/5・19 
「もし、こんな星があったら行ってみたい」と思う星を木工作･陶芸･紙粘土でつくります。 

《フレンドリークラブ》  【日程】10/2・30・11/13・27・12/11・25・1/8・22・2/12・26 
物が動くエネルギー源は色々あります。さまざまな『動く力』をテーマに工作･陶芸などで作品をつくります。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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。 

〈 青少年の家 〉             044(888)3588 
URLhttp://homepage3.nifty.com/seisyounen-ie/ 

◆よちよち歩きの子あつまれ 
  青少年の家のプールであそぼッ！ 
日時：9 月 10 日(金) 10:00～11:30 
会場：青少年の家 プール 
対象：幼稚園・保育園に通っていない子 
   (ひとり歩きのできる子) 
定員：１００人  参加無料 
申込：電話で受付。 

定員になり次第締め切ります。 

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

◆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します。
 ・11 月 7 日(日)10:30～15:00 予定 

※ 出店者説明会は 9 月 25 日(土)、26 日(日)頃予定。
◆野球大会 
 あすか製菓さんのグラウンドをお借りして草野球。
 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 18 日(土)、10 月 16 日(土) 9:00 夢パーク集合
◆おさがりバザール週間 
 着られなくなった子ども服や靴の譲り合い。 
 おさがり品は無料でお譲りします。 

9 月 22 日(水)～28 日(火) 14:00～ 
11 月 17 日(水)～23 日(火) 14:00～ 

◆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。 

時間：10:30~13:00 くらい 
9 月 13 日(月)生葉(なまば)染め 9 月 27 日(月)畑と仲良し
10 月 25 日(月)泥焼き遊び   11 月 22 日(月)ごっこあそび

※施設点検日 9 月 21 日(火)、10 月 19 日(火)、11 月 16 日(火)
 臨時施設点検日 11 月 8 日(月） 

〈 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「大山講 今昔その１」 
 大山信仰と人々の生活とのつながりについて

語っていただきます。 
日時：9 月 11 日（土）午前 10 時から 
会場：ふるさと館 イベントホール 
講師：諏訪間 伸 氏 
  （伊勢原市教育委員会文化財課） 
定員：６４人 

（定員になり次第締切ります） 
受付：電話か FAX でお願いいたします。 
※ 第２回は、11 月 6 日(土)を予定しております。

〈 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
◆アリーノうたごえ広場 

9 月 28 日(火)14:00～15:30 
 アコーディオンの生演奏で 
“歌声喫茶”を思い出し、時を 
超えて一緒に歌いましょう。 

＊申込不要 歌集代 100 円 
◆第９回クラシックの夕べ 10 月 16 日(土)16時～

「ピアニスト 弘中幸子が奏でる～作曲家イメージの旅へ～」

♪名音楽家たちは、感動を音符に書き残してきま

した。ピアノ曲を聴き比べ、彼らのイメージした

世界に思いを馳せる音楽会です。 
＊チケット(500 円)10 月 2 日(土)発売開始(対象:5 歳以上)

◆ゆうゆう倶楽部「地図の見方を学んで有馬を歩こう」

10 月 25 日(月)、26 日(火)、29 日(金)、全３回 13:30～

講師：中平 龍二郎氏 (宮前区歴史文化調査委員会) 
地図には実にたくさんの情報や歴史や文化が詰まって

います。街歩きがグレードアップし楽しくなります。

午前の部 午後の部 午前の部 午後の部
形成日
削り日
釉薬日 12月16日

11月26日
１２月 ３日
12月17日

木曜日コース 金曜日コース

11月25日
１２月 ２日

◆プラザ陶芸教室一般開放◆ ☎044－733-5893 
【募集定員】（木・金曜日の午前･午後コースとも） 

  手びねり：１４人 電動ロクロ：１０人 
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） 


