2016.9

川崎市立労働会館

vol.2

サンピアン通信
感謝まつり
11 月 5 日（土）10：00 ～ 16：00
☆ホールイベント
出演

フラダンス＆和太鼓

「フラ・ナニ・アロハ」「メケ・アロハ」「ママ・ケアカ」「ミノアカ」「和太鼓 En」

☆体験コーナー
ワンコインフラワーアレンジメント体験
ワンコインプリザーブドフラワー体験
３B 体操教室
似顔絵体験
デコアート体験
ヨガ体験
茶道・華道体験
木彫り作品の鑑賞

☆展示コーナー
俳句とふれあう
絵手紙の鑑賞
洋装とふれあう
アーティフィッシャルフラワーアレンジメントの鑑賞

☆教養文化コーナー
源氏物語を読む～平安女子による平安女子のためのコイバナ～

☆掘り出し物いっぱい

チャリティーバザー

＊その他もりだくさんの企画をご用意しております。皆さまのお越しをお待ちしております。
お問合せ
サンピアンかわさき（川崎市立労働会館） TEL 044-222-4416

FAX

044-244-5094

チャリティーバザーにご協力をお願いいたします。
平成２８年度「サンピアンかわさき感謝祭り」において、リユースの促進、そして社会福祉への貢献を目指し
チャリティーバザーを開催いたします。ご家庭や会社等でご出品いただけるものがございましたら、是非ご出品
をお願いいたします。（古着、生き物、食品、危険物等のご提供はご遠慮ください。）
なお、売り上げにつきましては、全額を川崎区社会福祉協議会へ寄付させていただきます。
受付期限

【お問合せ・受付】
サンピアンかわさき（川崎市立労働会館）
TEL 044-222-4416

FAX 044-244-5094

平成２８年１０月３１日（月）

川崎市川崎区富士見２−５−２

３階

会館受付

e-mail@sunpian@zai-roudoufukushi-kanagawa.or.jp

ますます使いやすくなりました
サンピアンかわさきでは、新年度より利用者サービスの向上を目指し、プロジェクターの増設、大ホールのトイレ
への消臭器と便座クリーナーの設置、自動販売機の電子マネー対応機種への変更等を実施してきましたが、新たに館
内に Wi-Fi の設置と 1 階フロアの LED 化を実施いたしました。今後もご利用される皆様に愛される会館作りを心がけ
ていきます。

Wi−Fi を設置しました。

１階フロアを LED 化しました。

【設置会場】

３階

第１研修室

4 階 第１会議室

第２研修室

第２会議室

第３研修室

第３会議室

正面玄関風除室、エレベーターフロア、交流広場、
レストラン「カフェデュマルシェ」内を LED 化いたし
ました。省エネルギー化と同時に明るい会館作りを目
指していきます。

Before

＊パスワード等は各会場に明記しております。
＊当館の電波状況から会場外での受信は不可
となっております。
ノートパソコン、
タブレット、
スマートフォン
に対応できます。

多目的にご利用できます！
サンピアンかわさき３階にございます「音楽室」は６８．２㎡
の大きさで、２0３cｍ×１０６ｃｍ×５枚の鏡が設置され、ピア
ノも常設（別途有料）しているなど、合唱練習、演奏練習、バレ
エ・ダンス等の練習など多目的にご利用できます。皆様のご利用
をお待ちしております。（和太鼓などの打楽器等出来ない場合もあ
りますのであらかじめご相談ください）
【定員】４０名

【料金】 午前（ 9:00~12:00) 1,400 円
午後（13:00~17:00) 1,800 円
夜間（18:00~21:30） 2,400 円
＊土・日・祭日は 2 割増となります。

After

≪サンピアンかわさきで開催する講座のご案内≫

食 育 講 演 会 まずは食べ方から始めよう！知っているようで知らない食事の効用

「食」は「健康の源」です。生涯健康に暮らすために、大切なことを再認識していただける内容です。ご家族と、
ご友人と、あるいは会社の仲間と、みなさんお誘いあわせの上、是非ご参加ください

【第１回】 11 月 13 日（日） 「健康な食生活は気配りとひと手間工夫から！」
【講

師】

田邉弘子氏（地域活動

管理栄養士）

【第 2 回】 11 月 20 日（日） 「子供の健康を育てるヒント！」
・食育の実態
・給食の献立より ・授業を終えて感じること
・アレルギーについて
【講 師】 佐藤規子氏（川崎市立有馬小学校 栄養教諭）
【第 3 回】 11 月 27 日（日） 「寝たきりにならない為の食生活」
〜健康寿命をのばしてみましょう！〜

【受講料】

各回

500 円

【講

師】

星野利枝氏（川崎協同病院

【定

員】

各回

60 名 ( 先着順）

管理栄養士）

受付開始 10 月 1 日〜

ファイナンシャルプランニング技能検定 3 級試験準備講座 （全 10 回）
今講座では、身近な具体例を挙げながら、分かりやすく説明いたします。また、
専門用語が多く、理解が困難な「不動産」についても時間をかけて説明いたします。
初めての方でも安心してご参加いただけます。

【日

程】

11 月 15 日（火）〜 12 月 20 日（火）

【受講料】

15,000 円（テキスト代別途 1,512 円）

【定

員】

40 名（先着順）

【講

師】

小西秀一氏（ライフライセンス代表）

受付開始

18:30 〜 21:00

10 月 1 日〜

秘書検定３・２級試験準備講座

楽しく学べてビジネスマナーも身につく！

秘書検定には業界による限定はなく、様々な業界において有用な資格です。業務内容は、社内外の書類作成
・管理、スケジュール管理、ファイリング、来客の接待等多岐に渡ります。また、会社制度の理解、冠婚葬祭
マナー、上下関係に基づく言葉使いや座る位置、手紙のあいさつ文等の社会人として当然身に着けておくべき
知識を習得できる資格でもあります。
【日

程】

平成 29 年 1 月 15 日、22 日、29 日（日）（全 3 回） 10:00 〜 17:00

【定

員】

20 名（先着順）

【受講料】

9,000 円（テキスト代別途 2,000 円程度かかります）」

【講

小西秀一氏（ライフライセンス代表）

師】

＊受付開始日等詳細が決まりましたらチラシ HP 等で広報いたします。
講座に関するお問合せ・お申込み
サンピアンかわさき（川崎市立労働会館）
TEL 044-222-4416
FAX 044-244-5094

川崎市富士見２−５−２
e-mail:sunpian@zai-roudoufukushi-kanagawa.or.jp

ランチタイムに新メニュー登場！
ボリュームたっぷり！
週替わりランチ￥８５０
（ライスおかわり自由）

食べごたえあり！
月替わり丼セット￥８５０

さっぱりおいしい！
月替わり麺セット￥７５０

季節の食材を
お腹いっぱい
お召し上がりください！

バラエティーに富んだ！
月替わりパスタセット￥７５０

秋のおすすめ宴会メニュー
・スモークサーモン＆細切り野菜
・コールドミートと香り野菜の飾り盛り
・シェフサンドイッチ
・若鶏のロースト照り焼きソース
・フライ盛り合わせオリジナルカクテルソース
・プティソーセージ＆ガーリックポテト
・オリエンタル風ミートボール
・塩漬けポークのローストフルーツ添え
・五目チラシ寿司
・特製デザート

2,500 円 ( 税込み）

＊宴会メニューにつきましてはご予算に応じて対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。

＊会議室へのお弁当やコーヒーのご注文も承っておりますのお気軽にお問い合わせください。
お問合せ・お申込み
044-222-2122
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