
 
 

 

 

小学校での二ケ領用水の学習や、郷土史に

関する学習相談員を目指す方を募集します。 

・講座日程 ２月１日、８日、１５日、２２日 火曜日 

・講座時間 １３：３０～１５：３０ 

・場  所 川崎市生涯学習プラザ、市内小学校 

・受 講 料  ２，０００ 円 

・講  師 長島 保 氏（地域史研究家） 

市立小学校長、教育委員会指導主事、 

総合教育センター指導主事 

＊ 小学校での社会科授業参観もあります。 

 

 

 

 

 

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 ２２号 

 2011 (平成 23)年 1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 

 

―学んで、“何か”をやってみる― 

平成２３年２月５日（土） 

１４時～１６時（開場１３時３０分） 

シンポジスト 庄司佳子 氏（矢上川で遊ぶ会） 

石田勝俊 氏 

（NPO法人かわさき歴史ガイド協会） 

志村丈郎 氏（ふれあい三輝会） 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ   黒沢惟昭 氏（長野大学教授） 

〔会場〕 川崎市生涯学習プラザ 

〔定員〕 ７０人（申込不要 当日先着順に受け付けます） 

 

まだまだこれから！シニアの更なる活動を応援します！ 

【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。 

 

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易く説明します。 

どなたでも自由に参加できます。気楽においでください。(先着順にて受付いたします)   

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ】NPO 法人かわさき市民アカデミー 

☎ ０４４－７３３－５５９０    URL http://npoacademy.jp 

 

かわさき市民アカデミー 《 春の講座 新規受講生説明会 》 

麻生市民館 高津市民館 教育文化会館 中原市民館
月・日 ２月１日（火） ２月２日（水） ２月３日（木） ２月４日（金）
会場 第１会議室 第６会議室 第１会議室 第３会議室
定員 ５０人 ５０人 ３６人 ２４人

13:30～15:00 13:30～15:00 13:30～15:00 １回目13:10～14:40
２回目15:10～16:40

最寄
り駅

新百合ヶ丘駅
徒歩 5分

武蔵溝ノ口・溝の口
駅徒歩２分

川崎駅　徒歩15分
バスあり

武蔵小杉駅
徒歩 3～4分

時間

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


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

◆健康体力相談 
 毎月第１、第３土曜日に無料で体力健康相談を実施して
います。気軽にご相談ください。（要予約） 
・相談時間 ①18:00～18:30 ②18:30～19:00 
      ③19:00～19:30 ④19:30～20:00 
・対象 中学生以上 ・場所 トレーニング室 
・講師 運動生理学者 服部由季夫 氏 
    トレーナー  相川宗大 氏 

春の創作教室  ☎044(733)6626 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども夢パーク        044(811)2001 

URL  http://www.yumepark.net 
◆初夢♪新春イベント 
 もちつき、どんど焼き、書き初め、お正月なら
ではの昔あそびなど盛りだくさん。どんど焼きに
たき上げるお飾りやしめ縄をお持ちください。 
・1 月 16 日(日)11:00～15:00 雨天決行 
◆つくりつづける会（利用者懇談会） 
 夢パークの利用者が集まり、各団体との情報交
換や夢パークからの報告などを行っています。 
・1 月 22 日(土) －－ 13:３0～ ログハウス 
・2 月 19 日(土) －－ 13:３0～ ログハウス 
◆おさがりバザール週間 
  着られなくなった子ども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。 
・1 月 18 日(火)～24 日(月) 14:00～ 

◆親子でもっとあそぼう会 
10:30～13:00 ごろまで 

 乳幼児親子対象、プレーパークで遊びます。 
 １月 24 日(月) いろんなもので炭焼き 
 ２月 14 日(月) 焼き焼き会 
 2 月 28 日(月) みんなですいとん作り※ 

 3 月 4 日(月) お団子を作ろう※ 

※印は参加費 50 円がかかります。 

大山街道ふるさと館    044(813)4705 

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

◆第３回文化講演会 
 「川崎市の地名あれこれ」 
   ～郷土の地名に親しもう～ 
日時：平成 23 年２月 20 日(日) 10 時から 
講師：金子欣三 氏 (日本地名研究所事務局長) 
   鈴木茂子 氏 (日本地名研究所員) 
会場：ふるさと館 展示室 
定員：４０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。 

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  
ボランティア募集 

 開 催 日：平成 23 年 3 月 13 日（日） 
活動内容：展示物などの作成、イベントコーナ

ー補助、受付、案内、放送など 
募集対象：中学生～３０歳位まで 
申込方法：電話または FAX にて、お申込くだ

さい。 
（住所、氏名、年齢、性別、電話番号） 

 申込期間：１月６日～２月１２日 17 時まで 
※ 詳しくはホームページまたはパンフレット

をご覧いただくか、お問い合わせください。 

宮前スポーツセンター    044(976)6350 
URL  http://www9.ocn.ne.jp/~miyasupo/ 

◆宮スポフェスタ！！ 
 皆さまへの感謝の気持ちをこめて、参加型のイベン
トや宮スポ名物「うどん」販売など気軽に参加できる
種目を用意いたしました。スタッフ一同全力で頑張り
ますので、ぜひご参加ください。 
1 月 29 日(土)「川崎フロンターレのフットサル教室」 
       「宮スポ杯フットサル大会」 
１月 30 日(日)「元気に楽しく！親子体操」 
       「卓球・バトミントン」無料開放   
      「みんなで楽しくヒップホップダンス」 
      「保育スペース」 
※ 詳しくはホームページをご覧いただくか、お問い合

わせください。 

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 10 回クラシックの夕べ 

「アコルディ弦楽四重奏 早春の調べ」 

  2月26日(土)16時開演 (チケット500円) 

♪２本のヴァイオリンとヴィオラ、チェロによる

クアルテットの楽しみ（ヨーロッパの代表的な

弦楽四重奏曲を中心に、日本の懐かしいメロデ

ィーを奏でます。） 

◆「シニアペットと最後まで楽しく暮らす方法」 

2 月 25 日(金)14 時～1６時 （無料） 
申込：2 月 11 日(金)10 時から 電話又は窓口で 
講師：山下 理恵子 先生 
（愛玩動物飼養管理士・横浜市動物適正飼育推進委員） 
  シニアペットの食事や直面する課題などについて 
 お話しいただきます。 

対象：市内在住または在学の小１～中３の児童･生徒 

会場：生田中学校特別創作活動センター 

定員：各教室２０人 

費用：陶芸 2,000円・油絵 3,000円(保険料を含む) 

申込：往復はがきで 2月 15日(火)必着 

【陶芸教室】9:30～11:30 

3月 5日(土)6日(日)13日(日)20日(日)（全 4回） 

【油絵教室】13:30～15:30 

3月 19日(土)20日(日)21 日(月)（全３回） 

〒211-0064川崎市中原区今井南町 514-1 

(財)川崎市生涯学習財団 春の創作教室係 

 


