
 

 

 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 23号 

 2011 (平成 23)年 3月 1日 

川崎市生涯学習プラザ内 

(財)川崎市生涯学習財団 

TEL 044-733-5811 

【問合せ】  財団法人 川崎市生涯学習財団 ☎０４４－７３３－６６２６ URL http://www.kpal.or.jp/ 

各事業の詳細については、パンフレットやホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。 

平成２３年度 教室・講座・事業のおしらせ 
(財)川崎市生涯学習財団主催の講座や教室は、武蔵小杉にある生涯学習プラザを会

場にして開催しています。“何か始めたい”と思っている方、ぜひこの機会に一歩踏み出してみません

か？募集の詳細については、生涯学習財団発行のチラシやホームページでお知らせいたしますのでご

覧ください。また、生涯学習財団の窓口・電話でもお問い合わせいただけます。 
 
 

第１期 申込締切 3月 23日（水） 

(◎印教室 各 8,400円、○印教室 各 7,000円) 

◎エアロビクス教室  ４０人   

4/18～7/11(毎週月曜日 10:00～11:00 全 12 回) 

◎ボディメイクエクササイズ教室  ４０人 

4/18～7/11(毎週月曜日 11:15～12:30 全 12 回) 

◎ヨーガ教室  各コース 45人 

・A コース(13:30～15:00) ・B コース(15:15～16:45) 

4/19～7/12(毎週火曜日 全 12回) 

◎太極拳教室  各コース 40人 

・火曜日コース 4/19～7/12(10:00～11:30 全 12 回) 

・水曜日コース 4/20～7/13(13:30～15:00 全 12 回) 

◎ボディケアのためのストレッチ教室 40人 

4/20～7/20(毎週水曜日 15:40～16:40 全 12 回) 

○たのしいフラダンス教室  25人 

5/12～7/14(毎週木曜日 10:00～11:15 全 10 回) 

○リズム＆ストレッチ体操  25人 

5/13～7/29(毎週金曜日 10:00～11:15 全 10 回) 

第２期  ９月上旬開講 申込締切  ８月上旬 

第３期 １２月中旬開講 申込締切 １１月中旬 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康・体力づくりスポーツ教室 シニア活動支援事業 

【陶芸教室】 初心者大歓迎！ 

・第 1期 申込締切 ３月１８日 

◎水曜手びねりコース◎水曜電動ロクロコース 

  ４月６日～７月２０日(全１２回)  ･31,100 円 

◎土曜手びねりコース◎土曜電動ロクロコース 

  ４月２日～７月２３日(全１２回)  ・37,100 円 

・第２期  ８月中旬  申込締切  ７月下旬 

・第３期 １２月初旬  申込締切 １１月上旬 

【プラザ陶芸教室 一般開放】  経験者対象 

◎手びねり  (１４人) 

◎電動ロクロ (１０人) 

・４月７日～３月３１日 

（木･金の午前・午後 各 12 回） 

・申込締切 各月１日 
 

 
◆ふれあいサマーキャンプ 
  ・７月下旬～８月下旬実施 申込締切６月中旬 
◎北海道中標津町コース◎岩手県花巻市東和町コース 
◎長野県富士見町コース◎島根県益田市コース 
◎和歌山県古座川町・太地町コース 
◆キッズセミナー 
  ・８月上旬(５日間)開講  申込締切７月上旬 
 
 
 
 
 
 
◆春の子ども創作教室 
  ・３月上旬開講予定  申込締切２月中旬 
◆夏の子ども創作教室 
  ・７月下旬開講予定  申込締切７月上旬 

陶芸教室・陶芸室一般開放 

◆小学校の PC活用授業アシスタント養成講座 
  ・ ６月中旬開講  申込締切  ６月上旬 
◆郷土史学習アドバイザー養成講座 
  ・１０月中旬開講  申込締切 １０月上旬 
◆シニア活動シンポジウム 
  ・ ２月初旬開催   

当日 自由参加 
◆夏休み子ども陶芸教室 
  ・ ７月下旬開講   

申込締切  ７月中旬 
 

◆開設講座  ①開講日 ②受講料(テキスト代含) 

◆Word活用 ①3/11(金) ②6,500円 

◆Excel活用 ①3/14(月) ②6,500円 

◆Word中級 ①3/16(水)・17(木) ②13,000円 

◆Excel中級 ①3/23(水)・24(木) ②13,000円 

◆デジタル画像編集処理 ①3/22(火) ②5,000円 

平成 23 年度 4 月からも、毎月複数の講座を開設いた

します。各開設講座で、内容・開催日・受講料が異な

ります。窓口・電話でお問い合わせください。 
 

青少年活動事業 

パソコンセミナー 

http://www.kpal.or.jp/


 「Kパル通信」が名称を変えます。平成２３年度５月号からは「かわさきの生涯学習情報」になり

ます。紙面も倍増、川崎市内の生涯学習に関する情報を数多く取り上げていきます。市民館・図書館

や市内各施設のイベント情報、また自主サークル情報なども掲載します。 

また、生涯学習情報誌 StageＵｐ（ステージアップ）も情報量を増やし、皆様により多くの生涯学

習情報をお届けしたいと考えています。ご期待ください。 

 ４月からは川崎市生涯学習財団のホームページもリニューアルします。「かわさきの生涯学習情報」

と名称を変え、トップページも一新、川崎市内の生涯学習に関する情報の発信源になるよう、市内各

施設のホームページへのリンクも徐々に広げ、充実させていきたいと考えています。 

 皆様の生活に添った生涯学習情報の提供になるよう、ご意見ご感想を取り入れながら進化していき

たいと思います。ぜひ、ご意見ご感想をお寄せください。 

〒211-0064  川崎市中原区今井南町 514-1 (財)川崎市生涯学習財団 企画広報 ☎044-733-5811 

メールでの投稿は stage-up@kpal.or.jp へ！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども夢パーク        044(811)2001 

URL  http://www.yumepark.net 
◆KUJI ROCK2011 Spring 

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。 

・3月 27日（日）※時間等はお問合せ下さい 

◆まいにちがプレーパーク 
ゴールデンウィークは毎日がプレーパークの日。 

 たき火ができます。工具が使えます。 
・4月 29日(金)～5月 5日(水) 

◆野球大会 
 あすか製薬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。 
 ・3月 19 日(土)、4月 16日(土) 

5 月 21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。 
・3月 16日(水)～22日(火) 14:00～ 
・5月 18日(水)～24日(火) 14:00～ 

※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。 

 
大山街道ふるさと館    044(813)4705 

Fax 044(814)0250 
 URL http://furusatokan.web5.jp/ 

◆ 市民参加の作品展 
「高津区老人クラブ連合会」～趣味の作品展～ 
 高津区内の会員の皆様が、趣味の教室で製作し
た絵画、陶芸、書道、編み物などの作品を展示し
ます。 
日時：平成 23年 6月 30日(木)～7月 4日(月) 
   10時～17時 
会場：大山街道ふるさと館 展示室 
 

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/ 

◆ 第 15 回 青少年の家フェスタ 
日 時：平成 23 年 3月 13日(日) 

    10時～15時 30分 

会 場：青少年の家 

テーマ：宇宙（そら）へ 

主なイベント内容 

 合奏やダンス等ステージ出演、軽喫茶、模擬店、

フリーマーケット、ゴミ分別ゲーム、工作コーナ

ー、紙すき、近隣小・中学校の作品展示など。 

※ 車でのご来所は、ご遠慮ください。 

有馬・野川生涯学習支援施設《アリーノ》 

URL http://www.arima-nogawa.jp044(853)3737 

◆ 第３回 アリーノフェスタ  
～行ってみよう！やってみよう！楽しいことがここにある！～ 
日時：4 月 17 日(日)10 時～ 
・日頃、アリーノを使って活動している趣味のサ

ークルや文化活動の元気で楽しい発表会。 
・ミュージカルや着付ショー、子どもピザ作りな

ど参加型の催しやバザーを計画。 
・「私たちの住む街は私たちの力で元気に…！」

という意気込みで、市民活動支援コーナー利用
者連絡会が、市民活動の発表コーナーを担当。 

◆アリーノデジカメ講座 （全 4 回） 

～デジカメを基本から学んで楽しみませんか～ 

日時：4月 6日 13時～17時 

4 月 13,20,27 日 10 時～12時 

場所：アリーノ第 3学習室 定員：16名 

講師：山田義彦（高津区文化協会他でデジカメ講座担当） 

申込：3月 23 日（水）午前 9時～（電話のみ） 

持物：デジカメと取扱説明書 
 

指定管理者変更のお知らせ 
これまで川崎市生涯学習財団が担ってきた「麻生スポーツセンター」「宮前スポーツセンター」の運営・

管理が、平成 23年 4月から替わることになりました。本財団が指定管理をしていた５年間のご利用に、

心から感謝いたします。ありがとうございました。 

平成２３年度「Kパル通信」が生まれ変わります！！ 

mailto:stage-up@kpal.or.jp

