
市民自主学級

一念発起、「オレは何もやらん！」から卒業し、料理の世

界に飛び込んでみませんか？ 

ゆっくり、じっくり、基本から始めますので、誰でもできるよう

になります。「デキルあなた」に変身して、家族や知人から、

頼られる男性になりませんか？

参加しやすい、夕方からの教室です。昨年好評だった内容

に、さらにプラス２<＋健康・＋地域の食>の楽しさが…♪

日 時 １０月８日～３月 11日まで 毎月第２水曜日 

16：00～18：30 ＜全６回＞

会 場 菅生分館 学習室

対 象 宮前区在住・在勤のおおむね 

５０歳以上の男性 ２０名

受講料 無料（ただし、全６回分の 

材料費として、4,000 円の 

自己負担があります。）

申込み 9 月１８日（木）10時から 

電話にて受付 ≪先着順≫ 

（お家の方に教えてあげてください。）
●企画運営：男子厨房に入ろう実行委員会 
●協力：菅生台自治会

“““輝輝輝くくくママママママ”””ののの子子子育育育ててて応応応援援援講講講座座座
家庭・地域教育学級

いつも気軽に誰かとおしゃべりできて 

いますか？ 

男性が苦手なことは普通のおしゃべりかもしれません。 

仕事や組織、家庭以外で誰かとコミュニケーションする 

って、意外と大切な習慣なのかもしれませんよ。 

「パブ」といっても「昼パブ」、ノンアルコールですが、 

いつでも温かく迎えられ、いろいろな話ができる場です。 

ときどきゲストが来て話をすることもあります。 

どなたでもご参加いただけます。お気軽にどうぞ。 

○１０月～３月  

毎月第３土曜日（初回１０月１８日・１２月と３月は   

第２土曜日）１４時～１６時 open! ＠菅生分館 

男性をメインにする場ですが、女性の参加も歓迎します。 

参加費は無料ですが、飲み物には（実費）がかかります。 

○興味のある方はお申込み・お問合せください。 

９月２１日（土）10 時から電話にてメンバー登録受付 

（フリーの参加は当日の電話でできます！） 

子どもがいるって、とても楽しい！！ 

まだまだ赤ちゃんだと思っていたわが子も言葉が増え、自我が芽生え、成長が楽しみなこの時期。 

その一方、子育てに追われてイライラしたり、自分の時間がなくてモヤモヤしたりするのは自分だけ？  

あっという間に過ぎてしまう大切な時期だからこそ、子どもの成長を楽しみ“私らしい子育て”を考えてみましょう！ 

<日 時> 10 月 9日（木）～12月 11日（木） 10時～12時 ＜全 7回＞            
<会 場> 菅生分館 学習室 ほか         <対 象> 1 歳 3ヶ月～未就園の子どもと保護者 15組 
<受講料> 無 料（ただし、保険料・教材実習費として2,000 円を10月 7日までに窓口へ） 
<申込み> 9 月 17日（水）10時から電話または来館にて受付  ≪先着順≫ 

■プログラム 回 月日 曜 内   容 講師など 

1 10/ 9 木 はじめまして ～今日からクラスメイト 職 員 

2 10/16 木 『子どものこころを育てる』（予定） （交渉中） 

3 10/30 木 話してみよう！パパに協力して欲しことどんなこと？ 参画はぐくみ工房   

竹迫 和代 4 11/６ 木 試してみよう！ラベルも使ってコミュニケーション 

5 11/20 木 子育ては重労働！ヨガでからだをほぐしましょう ヨガインストラクター 児玉 沢子

6 12/ 4 木 レッツ・クッキング! ! “栄養満点☆笑顔も満点” 料理研究家        米井 智子 

7 12/11 木 ふりかえり ～ママたちのコミュニティーカフェ 職 員 
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地域のみなさまのご協力により、平、神木本町、犬蔵、白幡台、五所塚、南平台、初山、菅生、菅生ヶ丘、 
潮見台等の地域に回覧しています。各ご家庭でご覧になり、お隣りへお回しください。 

発行:川崎市宮前市民館 
菅生分館 

〒216-0015 
川崎市宮前区菅生5-4-11 
電話:044-977-4781 
FAX:044-976-3450
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●ミルク＆カフェすがお     ●おしゃべりサロンすがお 開催中!! 
（毎週土曜 10:30～13:30）            （毎月第４木曜 10:00～12:00）

９月･１０月の休館日・点検日

休館日：９/１６（火）、１０/２０（月） 

点検日：９/３０（火） 

※１１月１５日（土）に第２回すがお手つなぎまつりを開催するため、 
１１月１４日（金）・１５日（土）は、１７時で閉館となります。 

お知らせ
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工事のお知らせ 
１１月から来年２月にかけて、菅生分館の
トイレ改修工事を行う予定です。 
ご利用者のみなさまには、何かとご不便を
おかけいたしますが、何卒ご理解・ご協力の
程、よろしくお願いいたします。

～チュニックづくりと簡単リメイク～ 

１０/１、１０/１５、１０/２９、１１/１２、 

１１/１９ 水曜 １０時～１２時 ＜全５回＞ 

対 象 関心のある方 １２名 

会 場 菅生分館 学習室 

持ち物 筆記用具、裁縫セット、 

不用になったスカーフ（中判以上）

費 用 ２，０００円（材料費） 

受講条件 ミシンをお持ちで直線縫いができる方

申込み ９月 17日(水)１３時から 

電話または来館にて受付 ≪先着順≫

初心者向けニット教室 
～あったか帽子にチャレンジ～

ゆったりした進み方で、どなたでも仕上げることが 

出来ます！ 

１０/３、１０/１７、１０/３１、 

１１/７、１１/２１、１２/５ 金曜 

１３時半～１５時半 ＜全６回＞

対 象 関心のある方 ２０名 

会 場 菅生分館 学習室 

持ち物 筆記用具、輪針８号（用意できない方は別途

８００円でこちらで準備いたします。） 

費 用 ８0０円（毛糸代） 

申込み ９月 19日(金)１０時から 

    電話または来館にて受付 ≪先着順≫ 

初心者向け 

朗読の楽しさを味わう 
腹式呼吸や発声法、早口言葉などの基礎から、絵本

（子ども向け）や小説の朗読を学んでいきます。 

自分の声を使って表現する面白さを学びませんか？ 

１１/４～２/１７ 第１・３火曜 

１３時半～１５時半 ＜全８回＞

対 象 関心のある方 １５名 

会 場 菅生分館 和室 

持ち物 筆記用具 

費 用 ２００円（資料代） 

申込み １０月７日(火)１４時から 

電話または来館にて受付 ≪先着順≫

ーわたしたちのまちを知ろうー 

郷土の人と歴史 ぶらり散歩
好評の歴史シリーズ！古代から近代にかけての郷土

の人と歴史を探りましょう。 

①１０/７（菅生分館学習室）、②１０/２１、 

③１１/４、④１１/１８ 火曜 ＜全４回＞ 

①は１４時～１６時、②～④は１０時～１２時 
それぞれのポイントを散策。 

ただし、雨天の場合は翌週に延期。   

対 象 関心のある方 ２０名 

費 用 ３００円(保険料・資料代)    

持ち物 飲物 ※動きやすい服装で！ 

申込み ９月 13日(金)１３時から 

電話または来館にて受付 ≪先着順≫

応募された地域の講師が、菅生分館と一緒に、学習と交流の場を企画する 

「すがお学びのサロン」で、あなたも学んでみませんか？ 

＜第２弾／４講座＞ ●企画運営：学びのサロン運営委員会

秋からはじまる「すがお学びのサロン」
市民自主企画事業

洋裁入門

詳細はチラシを

ご覧ください！

菅生分館


