
    
◆教室・実施日                               ◆会場    
・陶 芸１  7 月 24・25 日・8 月 3・10 日     ・生田中学校特別創作活動センター 

全 4 回 9:30～11:30       小田急線 生田駅下車 １０分  
・陶 芸２  8 月 1・ 2・ 8・15 日      ◆対象 市内在住・在学の小学１年生～中学３年生
            全 4 回 9:30～11:30   
・油 絵   7 月 28・29・30 日 全 3 回 13:30～15:30 
・ﾋﾟﾝﾎｰﾙｶﾒﾗ  8 月 2・ 3・ 4 日 全 3 回 13:30～15:30 
・工 作１  8 月 9・10・11 日 全 3 回 13:30～15:30 
・工 作２  8 月 17・18・19 日 全 3 回  9:30～11:30 
 
■パソコンセミナー（５～６月期） 
  

 

 

 

 

                       表題は、川崎市生涯学習財団のホームページのアドレスを 
      Ｋパル(kpal)は Kawasaki Promotion Agency of Lifelong learning の略称をあらわしています 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 
 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。

 
 
 
 
 

 
募集の詳細は、市政だより（５/２１）、こどもニュース特集号(５月発行)、 

生涯学習情報誌ＳtageＵp(６/１)、および５月１７日以降更新される 
川崎市生涯学習財団のホームページ（http://www.kpal.or.jp/）をご覧ください。 

実施コース・実施日時・募集人員 
１ 北海道中標津町         ８月１８日(水)～８月２１日(土) 

                 小学生１６名・中学生８名 
２ 岩手県花巻市東和町    ８月 ６日(金)～８月 ９日(月)  小学生２４名 
３ 長野県富士見町      ８月 ９日(月)～８月１２日(木)  小学生３０名・中学生１０名 
４ 和歌山県古座川町・太地町 ８月  ２日(月)～８月  ５日(木)  小学生１６名・中学生 ８名 
５ 島根県益田市       ７月３０日(金)～８月 ３日(火)  小学生１４名・中学生 ６名 
６ 沖縄県那覇市       ７月２９日(木)～８月 １日(日)  小学生２４名 

 

中標津町

富士見町 

益田市 

那覇市 

東和町 

古座川町・太地町 

川崎市内の小学校５年生から中学校２年生までを対象にした「ふれあいサマーキャンプ」

を、各自治体関係者の協力を得て毎年実施しています。 
第２１回を迎える今年も、多くの方々に支えられながら充実した内容で、北海道中標津

町、岩手県花巻市東和町、長野県富士見町、和歌山県古座川町・太地町、島根県益田市、

沖縄県那覇市の６つのコースで３泊４日（益田市は４泊５日）の日程で実施されます。 

K パ ル 通 信 Ｋパル  １８号

 2010 (平成 22)年  5 月 1 日

(財)川崎市生涯学習財団

企画広報担当

TEL 044-733-5811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 

◆５月開講講座（定員 各 15 名）   
・Excel 中級 （5/11.12） 
・デジタル画像編集・処理 （5/13） 
・Word 活用 （5/14） 

・Excel 初級 （5/17.18） 
・中高年齢者のためのパソコン入門 

（5/19.25.6/4.10.18） 
・Word 初級 （5/20.21） 
・Word 中級 （5/26.27） 

◆６月開講講座（定員 各 15 名） 
・パソコン入門 （6/1.2）  

・パソコンステップアップ （6/7.8） 

・デジカメ入門 （6/9） 
・Excel 初級 （6/16.17） 

・Word 初級 （6/21.22） 
・デジタル画像編集・処理 （6/24） 
・Word 活用 （6/25） 

・Excel 中級 （6/29.30） 

詳細は 6 月初旬に生涯学習財団のホーム
ページやチラシでお知らせいたします。 
・事業推進室 青少年創作教室係 

電話 044-733-6626 
・URL http://www.kpal.or.jp/

■ パソコンセミナー（５～６月） 会場 川崎市生涯学習プラザ ３階研修室 



 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  JR 南武線、東急東横線の『武蔵小杉』駅から、 
南方(横浜方面)十数分のところにある川崎市生涯学 
習プラザの１階には、県・市・市民館図書館等から 
のお知らせや、各種講座・募集案内等のチラシが数 
多く整理されて揃っています。 

１階の『談話コーナー』をはじめとして、３・４ 
階にも無料で利用できる広場を設けています。 

  有料で使用できる会議室・活動室・多目的ルーム･ 
フィットネスルームは利用の３ヶ月前から利用予約 
(一部抽選)を受け付けています。 

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。 

 

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/

◆こどもエコチャレンジクラブ部員募集  
６月１２日（土）から全１２回にわたって、

環境について体験学習するクラブ「こどもエコ
チャレンジクラブ」を開催します。 
・募集人数 ３０人（抽選） 
・募集対象 市内の、小学校４年生から中学生
・申込期間 ５月２７日（木）必着 
・申込方法 市内の各施設に置いてあるチラシ

を参照し、ハガキでお申し込みください。

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

◆スポーツデー（個人開放） 
 ＊月曜日を除く毎日 
  費用 200 円（20 歳未満と学生は半額） 
 ・体力づくりコース（中学生以上） 
  【種目】エアロビクス、健康体操、ヨーガ 
 ・ 一般コース（小学生以上） 
  【種目】柔道、剣道、空手、卓球、バドミン 

トン、マット運動 
 ・トレーニング室（中学生以上） 

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

◆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パークの日。 
 たき火ができます。工具が使えます。 
◆夢♪交響楽(ドリームシンフォニー) 
 青空のもと、広場特設ステージで行う、夢パ 

ーク利用者たちの野外コンサート。6 月 20 日(日)
◆夢パまつり ’10 祝 7 周年 
 オープン 7 周年記念の夢パークまつり。 
 昨年は水遊びスペシャルを開催いたしました。 

・7 月 19 日(月・祝)10:00～予定 
◆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。 

・毎月第 2・4 月曜日 ・10:30～13:00 くらい 
☆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/ 

◆展示室のご案内（開館時間 10:00～17:00） 
◎常設展 大山街道の歴史・民俗・自然に関す

る資料や郷土にゆかりのある濱田庄司など文
化人の作品を展示しています。 

◎趣味の作品展 （７月上旬） 
 高津区老人クラブ連合会の方々の作品を展示

します。 
◎第１回企画展 （７月下旬～８月上旬） 
 「地域が創出した文化展」（仮称） 
 地域の書家など文化人の作品を展示します。

（高津区民祭の参加事業として実施します）

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
◆アリーノフェスタ ５月１６日(日)  
 《おかげさまで１周年「記念イベント開催」》 
  5 月、アリーノは一周年を迎えました。この 1

年間、アリーノにおいて地域の皆さんの自主的
な学習がたくさん展開されました。フェスタで
は、活動している皆さんの発表会など盛りだく
さんの記念イベントを開催いたします。 

◆アリーノ主催事業（新事業紹介）  
 「パソコン教室入門編」（全 6 回）14:00～16:00
 5/12(水)・13(木)・15(土)・18(火)・20(木)・22(土)
 ＊マウスの持ち方からインターネットの検索ま

でを目標にします。 
 「上級パソコン教室」〔5/8 から全 10 回〕 

 第 2・4 土曜日  10:00～12:00 

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

◆７月に開始する第 2 期教室募集が始まります 
  卓球・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。 

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。

利用月 (  )内 
は清掃・点検日 

抽選会日 
多目的ﾙｰﾑ 
ﾌｨｯﾄﾈｽﾙｰﾑ 

利用受付開始日
活動室・多目的ﾙｰﾑ
会議室・ﾌｨｯﾄﾈｽﾙｰﾑ

5・6・7 月分 終了 受付け中 
8 月(8/22.23) 5／6(木) 5／7(金) 
9 月(9/12.26) 6／1(火) 6／2(水) 

10 月(10/24) 7／1(木) 7／2(金) 
11 月(11/28) 8／2(月) 8／3(火) 
12 月(12/19.28) 9／1(水) 9／2(木) 


