生涯学習財団からのお知らせ
☆平成 29 年度

第1期

健康・体力づくりスポ-ツ教室

日程は､変更になる場合がありますので､予めご了承ください｡★は親子参加(対象年齢等詳細はお問合せ下さい)
教室名（定員）
開催期間
曜 日 ・ 回 数 ・ 時 間
受講料等
★からだをつかって英語で遊ぼう！教室（30 組）
4/10～7/ 3
月曜日・全 12 回・ 9:45～10:30
9,970 円✽
エアロビクス
（40 名）
4/10～7/ 3
月曜日・全 12 回・11:00～12:00
8,710 円
ヨ－ガ A 教室
（45 名）
4/11～7/11
火曜日・全 12 回・13:30～15:00
8,710 円
ヨ－ガ B 教室
（45 名）
4/11～7/11
火曜日・全 12 回・15:15～16:45
8,710 円
気功太極拳教室〈火曜日コ－ス〉 (40 名）
4/11～7/ 4
火曜日・全 12 回・10:00～11:30
8,710 円
気功太極拳教室〈水曜日コ－ス〉 (40 名）
4/12～7/ 5
水曜日・全 12 回・13:15～14:45
8,710 円
ストレッチ健康体操教室
（25 名）
4/12～7/ 5
水曜日・全 12 回・15:15～16:15
8,710 円
ピラティス教室
（28 名）※保育有
4/12～7/ 5
水曜日・全 12 回・ 9:30～10:30
8,710 円
骨盤エクササイズ
（28 名）
4/12～7/ 5
水曜日・全 12 回・10:45～11:45
8,710 円
たのしいフラダンス教室
（25 名）
4/13～7/ 6
木曜日・全 12 回・ 9:45～10:45
8,710 円
ZUMBA 教室
（35 名）※保育有
4/14～7/ 7
金曜日・全 12 回・ 9:30～10:30
8,710 円
ストレッチ＆リズム体操教室
（25 名）
4/14～7/ 7
金曜日・全 12 回・ 9:45～10:45
8,710 円
筋力アップトレーニング
（40 名）
4/14～7/ 7
金曜日・全 12 回・13:30～14:30
8,710 円
★ベビーリトミック教室
（25 組）
4/14～6/23
金曜日・全 10 回・11:15～12:00
8,310 円
■申込:ハガキ､電話､来館にて受付(電話申込は､平日 9:00～16:30)【✽印】保護者 1 人子ども 1 人の場合、子ども 2 人の場合 12,450 円
①希望教室 ②名前(ふりがな) ③性別･年齢 ④住所(〒) ⑤電話番号･Fax 番号 ⑥保育希望の有無をご連絡下さい｡
■あて先：〒211-0064 川崎市中原区今井南町 28-41 (公財)川崎市生涯学習財団事業推進室 スポ-ツ教室担当
■応募締切：平成 29 年 3 月 14 日(火)必着 ※応募多数の場合は､抽選とします｡
■受講料払込等の案内：抽選結果等と合わせて、申込締切日以降に郵送します。
【※保育有】１教室あたり、保育児１名につ
■申込･問合せ：スポ-ツ教室担当 ℡044(733)5894 Fax044(733)6697
き別途 6,800 円（税込、保険料含む）対象
(1 才～3 才)

☆「寺子屋先生」養成講座Ⅰ期

地域や社会に何かしらの貢献をしたい、子どもの成長に微力ながらかかわりたい、
また新たな生き方をさぐりたい等お考えの方､お住まいの近くの寺子屋
「寺子屋先生養成講座」≪今後の予定≫
で活躍しませんか。現在約 30 か所で寺子屋が開講しており、準備が整
い次第随時開講しています。29 年度は川崎市全区において、寺子屋先 Ⅱ期 宮前市民館 5/24･31､6/7･14 受付 3/1～5/10
6/21･28､7/5･12 受付 3/1～6/7
生養成講座を開催いたします｡ご都合のよい講座を選びお申込ください。 Ⅲ期 幸市民館
Ⅳ期
麻生市民館
9/13･20･27､10/4 受付 3/1～8/30
寺子屋先生の資格は問いません。詳しくは、お問合せ下さい。
Ⅴ期 高津市民館 10/11･18･25･11/1 受付 8/1～9/27
会場:川崎市生涯学習プラザ 定員:30 名(原則全回参加できる方)
Ⅵ期 教育文化会館 11/8･15･22･29
受付 8/1～10/25
日時・内容:
4/19(水) 9:30～11:30 寺子屋の概要
Ⅶ期 多摩市民館
1/10･17･14･31 受付 8/1～12/13
4/26(水) 9:30～11:30 学校の立場から～寺子屋事業への期待他～
定員:40 名｡ ※応募人数が多い場合は抽選になります。
5/10(水)13:30～16:00 寺子屋の見学
申し込まれた方全員に、講座開講の 7 日前までにはがきで連
5/17(水) 9:30～11:30 事例を通しての対応、寺子屋先生となるまで 絡いたします。詳しくは、下記へお問合せ下さい。
申込:ハガキ･Fax･電話･ホームページ･窓口。必要事項を記入(連絡）
してお申込みください｡(1)Ⅰ期「寺子屋先生養成講座」申込 (2)名前（ふりがな）(3)郵便番号・住所 (4)電話番号
(5)メールアドレス（ホームページから申込みの方）Ⅰ期 4/5(水)締切
受講料:無料
送付先・問合せ:〒211-0064 中原区今井南町 28-41 川崎市生涯学習財団 事業推進室 「寺子屋先生養成講座」担当 宛
HP:http://www.kpal.or.jp
℡733-6626 Fax733-6697

生涯学習財団管理施設からのご案内
☆大山街道ふるさと館

℡813-4705 Fax814-0250 ☆子ども夢パーク
℡811-2001
◇第 1 回ふるさとまち歩き講座「高津の町の歴史をひも ◇親子でもっとあそぼう会 プレーパークで一緒
とく」まち歩きをしながら地域が発展してきた歴史を学びます。に遊びませんか？汚れてもいい格好で来てください。
日時:4/20(木)13:00～15:30
今回は「おやつ会」です｡乳幼児親子対象です。
講師:對馬醇一氏（郷土史研究家）定員:30 名(先着順)
日時:3/8(水)10:30～13:00
申込:3/20(月)～電話､Fax､窓口で受付
会場:子ども夢パーク
申込:不要
料金:50 円程度
参加費:500 円(資料代を含む)
◇KUJIROCK'17～spring～ vol.36 スタジオを利用
◇第 1 回ふるさと発見講座
～高津に身を捧げた
している中高生バンドが企画・運営するライブイベン
大島宗美（日本最初の地形図測量士）～
トです。
日時:5/28(日)13:00～15:00
定員:60 名(先着順)
日時:3/26(日)時間未定
講師: 對馬醇一氏（郷土史研究家）
対象･定員:どなたでも
会場:子ども夢パーク
申込:4/20(木)～電話､Fax､窓口で受付
参加費:500 円(資料代を含む)
申込:不要
料金:無料

発行(公財)川崎市生涯学習財団

〒211-0064 川崎市中原区今井南町 28-41 川崎市生涯学習プラザ内
☎:044-733-5560 FAX:044-739-0085 URL:http://www.kpal.or.jp E メール:jyoho2 @kpal.or.jp

※財団のロゴマークにある「KPAL=K パル」とは財団の愛称で Kawasaki Promotion Agency Lifelong learning の略称です。

