
地域の寺子屋事業って？

子どもたちは、さまざまな場で成功体験を重ねること

で自信を持ち、夢や希望を描き、自分はもちろん周囲

を大切にする心を育むと言われています。子どもたち

がのびのびと、そしてたくましく成長できるよう、い

まこそ、地域のみなさんの力が必要です。

なんとなく、子どもたちを放っておけない気がしてい

るみなさん。地域の寺子屋事業や「子どもたちの今」

を、「知ること」「見ること」から、ご一緒に始めませ

んか。お気軽にご参加ください。

対　　象：関心のある方20人。

　　　　　※知識や経験は一切必要ありません。

費　　用：無料

申し込み：９月18日(水)10時から直接、電話、FAXで

宮前市民館。（先着順）

電話：044-888-3911　FAX：044-856-1436

いま地域では、地域の団体が学習支援や体験活動
の場をさまざまな形で提供しています。平成26
年度に始まった「地域の寺子屋事業」は、学校施
設を活用し、学校の授業でも、塾でもなく、地域
のおじさん、おばさん、おじいちゃん、おばあ
ちゃん、おにいさん、おねえさん、隣のクラス・
学年の違う友達、みんなで勉強し、さまざまな体
験ができる場所。この講座では、寺子屋事業を数
カ所見学します。

次回の発行は10月１日です

宮前市民館（宮前区役所生涯学習支援課）

〒216-0006　川崎市宮前区宮前平2-20-4

電話 044-888-3911　FAX 044-856-1436

E-mail　88miyasi@city.kawasaki.jp

講座などのお申込み・お問い合わせ

●両館共通
　休館日…９月17日（火）

●市民館の開館時間
　９時～21時

●図書館の開館時間
　月曜日～金曜日　９時半～19時

　土、日曜日及び祝休日　９時半～17時

宮前市民館・宮前図書館開館についての
お 知 ら せ

10／１　

14:00～16:00
寺子屋の目的と活動
寺子屋事業の概要と実
施状況、子どもたちの
学びや家庭、学校の現
状、コーディネーター
の必要性を知り、寺
子屋開設の手順、寺
子屋先生の集め方、
連携できる団体・企
業等について学びま
す。

教育委員会生
涯学習推進課
担当係長
片山　美緒

臨港中寺子屋
コーディネーター
宮越　隆夫

宮前市民館

10／８　

14:00～17:00
心が通じ合うコミュ
ニケーション
コーディネート手法
として、心理的に安
全な場づくりをする
ためのファシリテー
ションスキルを学び
ます。

Nenoki 代表
塙　　博臣

宮前市民館

ABどちらかを

受講者が選択
地域の寺子屋を見学
しよう
～体験活動
       ・世代間交流編

高津市民館
中原市民館
宮前市民館
３館の職員が
随行します。

Ａ）10／19午前中

　鷺沼小学校

Ｂ）10／19午前中

　上作延小学校

10／25　

14:00～16:00
寺子屋事業の役割とは
寺子屋事業の役割や、
今後の活動について、
一緒に考え合います。

玉川大学教育
学部 教授
中村　　香

高津市民館

ABどちらかを

受講者が選択
地域の寺子屋を見学
しよう
～学習支援活動編

Ａ）10／1014：30から16：00

住吉小学校

Ｂ）10月中旬　寺子屋実施小学校（調整中）

日にち・場所 テーマ・内容 場　所講師等

宮前市民館ギャラリー

展示期間 催し物 団体名

８月30日～

　　９月４日
三代展 アートＭＫ

９月６日～

　　９月11日
円空仏彫刻の会 円空仏彫刻の会

９月13日～

　　９月18日

（17日休館日）

てづくり絵本作品展 さぎぬま絵本同好会

９月20日～

　　９月25日
宮前パステル会展 宮前パステル会

９月27日～

　　９月29日
糸書道会作品展 糸書道会

いくつかのボードゲームを体験し、グループ毎にボードゲームを作りましょう。全５回と限られた時間の為、

ゼロから作るのではなく、体験したボードゲームの中から１つを選んで、新たな遊び方を考えます。ボード

ゲームで遊んだり作ったりして、初対面の方とワイワイガヤガヤと楽しみましょう。ボードゲームを知らな

い方も経験者も大カンゲイ！お気軽にご参加ください。

回 月日 内　容

１回目 10月１日

ボードゲームの楽しさ、効用等、講師作成のボードゲームの紹介と体験

既成ゲームで遊ぶ

講師：向井　真人 氏（長光山陽岳寺 副住職・ゲームデザイナー）

２回目 10月８日 グループ毎に体験したボードゲームを工夫して概略、方針を決める

３回目 10月15日 ボードゲームの部品作成、説明文作成

４回目 10月29日 仕上がったボードゲームをグループ内でテストプレイ、問題点の改善と発表

５回目 11月12日
理学療法の視点から、ボードゲームがもたらす様々な効果

講師：結城　俊也 氏（ライブラリハビリネットワーク代表・理学療法士）

日時　10月１、８、15、29日、11月12日、火曜、13時半～15時半、全５回

場所　宮前市民館　

対象　ボードゲームに関心のある方　20人

費用　無料

申し込み　９月15日10時から直接、電話、ホームページで。（先着順）

　　　　　※９月17日は休館日です。

市民自主企画事業

受 講 者 募 集

地域の寺子屋事業コーディネーター養成講座

地域の力で学校を元気に！！　
放っておけない、子どもたちの放課後

［回覧］読み終わりましたらお隣へお回しください。 （1）（4）
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まだ食べられるのに捨てられてしまう食材、「食品ロス」が問題になっています。この問題について、実際

に自宅にある手付かず食品で料理を作り、さらに映画を鑑賞しながら、自分たちができることを考えてみま

せんか。

日　時：10月27日（日）

・午前の部：10時から12時【受付９時半】

　家庭にある手付かず食品などを持ち寄りクッキング体験、試食

・午後の部：13時半から16時【受付13時】

　食品ロスゲーム13：30～

　映画「０円キッチン」鑑賞から食品ロスを学ぶ14：00～

場　所：宮前市民館視聴覚室、料理室

対　象：関心のある30人

※原則として午前午後ともに参加される方が優先となります。但し定員に満

　たない場合は午前か、午後のみの参加でも可能です。

費　用：200円（材料費・保険料）

※午前の部は各自未開封の手付かず食品の持参が必要です。

　（消費期限・賞味期限内の食品に限る）

保　育：午前中のみ別室保育あり。１歳半以上未就学児５人（先着順）

※１歳半未満の子については同室可能です。

申込み：９月27日（金）10時から直接、電話、ホームページで。（先着順）

他校の模範となるPTA活動を行っている学校を表彰する、年に１回の「優良PTA表彰」。宮前区内では、

南野川小学校が「神奈川県教育委員会表彰」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を受賞しました。おめでとうございます ! !

お子さんや保護者の目の前で、作業の様子を見てもらいながら、ボランティアが壊れたおもちゃの修理をし

ます。

市民自主企画事業

映画カフェ＆ワークショップ おもちゃ病院

日　時：偶数月の第４日曜日（これからの開催日：10／27・12／22・２／23）

13時～16時

菅生分館では、原則奇数月の第２日曜日に実施。詳細は菅生分館

（電話：977－4781）へお問い合わせください。

場　所：宮前市民館

対　象：子どもが遊ぶおもちゃで電池やゼンマイ、手動で動くもの、12件

※電子ゲームや布製品など対象外のおもちゃもあります。詳細は、市民館へ

お問合せください。

当日おもちゃを会場へお持ちになり、修理の様子をご覧になれる方。

費　用：原則無料。ただし部品代など実費は負担していただきます。

申　込：電話で御希望の日にち、時間を聞きます。（先着順）

ボランティアグループ「菅生おもちゃドクターの会」の仲間として、一緒におもちゃ病院の活動に加

わってくださる方を募集中。特別な知識や技能は不要ですので、興味のある方は市民館までご連絡く

ださい。見学も歓迎です。

宮前市民館：偶数月の第４日曜日

菅生分館：奇数月の第２日曜日

13時～16時優良PTA表彰受賞!!

おもちゃ

　なおしま
す！

おもちゃドクター　インターン募集

活動日時

（2） （3）
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　　　　　※９月17日は休館日です。

市民自主企画事業

受 講 者 募 集

地域の寺子屋事業コーディネーター養成講座

地域の力で学校を元気に！！　
放っておけない、子どもたちの放課後

［回覧］読み終わりましたらお隣へお回しください。 （1）（4）
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