
往復はがき、またはeメール（miyamaeku.c.a@gmail.com）

に希望講座名、郵便番号、住所、氏名(ふりがな)、電話

番号を明記の上、応募。(申込者多数の場合抽選)

〒216-0006　宮前区宮前平2－20－4　宮前市民館内

宮前区文化協会 宛　

令和元年11月７日(木)必着

宮前区文化協会事務局

電話 044-888-3911　FAX 044-856-1436
(金曜 10時～15時)

宛　先

▼芸能部会…11月17日（日）
10時開場、10時30分開演

宮前市民館大ホールにて、舞踊、民謡、

歌謡、詩吟、着付け等。

▼バレエ部会…10月12日（土）
16時30分開場、17時開演

　　　　　　宮前市民館大ホール

▼茶道部会…11月17日（日）
10時30分～15時　

宮前市民館和室。

▼展示部会…11月17日（日）
　　　　　　13時～15時

宮前市民館２階ホワイエにて

生徒作品展・体験講座

11月29日（金）～12月３日（火）

10時～17時　

宮前市民館ギャラリーにて作品を展示。

最終日は16時まで。

　問合せ：宮前区文化協会事務局

　　　　　電話 888－3911 (金曜日10時～15時)

次回の発行は12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…10月21日（月）／10月22日（火）※臨時休館

　　　　　11月18日（月）

●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

11／17　

13:00～15:00

華道

「竹にいける

　　　　　お正月花」

15名

渡辺　珠葉 1,200円

・花ばさみ

　（お持ちの方）

・持ち帰り袋

11／17　

13:00～15:00

華道

「クリスマス

　　アレンジメント」

８名

中村　萌布 1,000円
・花ばさみ

・持ち帰り袋

11／17　

13:00～15:00

日本伝統水引工芸

「バラのブローチ」

定員なし

島崎　蓉子 800円 なし

日　時 講座名、定員 持ち物・備考講師 費用

宮前市民館ギャラリー

展示期間 催し物 団体名

10月４日～
　　10月９日

書道展 一筆会同好会

10月11日～
　　10月16日

愉墨会作品展 愉墨会

10月20日 第38回宮前区民祭 第38回宮前区民祭
実行委員会

アートスタジオ
みやまえ

社会福祉法人川崎市
宮前区社会福祉協議会

こども未来局子育て推進部
宮前区保育総合支援担当

10月26日 子育てフェスタ 宮前市民館

11月２日～
　　11月６日

アートスタジオ
みやまえ展

第18回みやまえ
福祉フェスティバル

宮前区保育園
こども園作品展

宮前写真倶楽部
写真展

11月10日

11月15日～
　　11月20日
（18日休館日）

11月22日～
　　11月27日

宮前写真倶楽部

大ホールの内壁タイル浮きに伴う工事により、舞台

花道及び一部客席（910席中の120席）を利用制限し

ています。（11月末までの予定）

利用者の皆様には大変ご不便をおかけしますが、ご

理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

「みやまえ子育てフェスタ」は、乳幼児をもつパパ・ママへの情報発信と、子育てに関わるみなさん

の交流の場。宮前区には、数多くの子育てサークルや子育てを応援する団体があります。市民館の各

部屋に設けられたコーナーを回りながら、一緒に子育てをしている仲間がどんな活動をしているのか

を知ることができます。子どもたちが楽しめる企画が盛りだくさんですので、ぜひお子さんと一緒に

ご来場ください。今年は、誰もが安心して子フェスタを楽しめるような工夫をいくつも用意しました

ので、そちらもお楽しみに。新たに、パパが子どもと一緒に楽しめるコーナーが登場します！

宮前区文化協会よりお知らせ

～みつけてみよう！子フェスタマジック～

■ 日　時：10月26日（土）10時～15時
(各コーナーは13時40分頃終了、

　14時からエンディングコンサート開演）

■ 会　場：宮前市民館、市民広場
(会場には授乳・オムツ替えスペースもあります)

● 昨年の様子

オープニング音楽隊／赤ちゃん広場／寝相アート／絵本の部屋／お絵かき／工作／写真展

手形／育児相談／教えて！歯医者さん／親子クッキング／保育園体験コーナー

ふれあい動物園／エンディングコンサート　など

（内容は、変更する場合があります。また、コーナーによっては数量に限りがある場合があります。）

主な内容

フォトコーナー 絵具で自由に遊ぶコーナー

宮前区文化協会 第３７回文化祭

展示部会による体験講座

場所はいずれも【宮前市民館２階ホワイエ】

お申し込み方法

締め切り

問い合わせ

大ホールの

一部客席等利用制限について

［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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子どもは足りない部分ばかりで、教え導いてあげなければいけない

存在？いえいえ、実は子どもはとても優れた力をたくさん持ってい

ます。そのような力を損ねず、伸び伸びと成長してもらうために、

大人はどのような接し方をしていけばいいのでしょうか。講師のお

話を聞き、考えます。

日　　時：11月12日～12月17日の毎週火曜（12／３を除く）、全５回。10時～12時

場　　所：宮前市民館

対象・定員：全回出席できる、関心のある30人。

保　　育：保育あり（１歳半～就学前）。先着順。要予約。
　　　　　保険料として900円が必要。

費　　用：無料

申し込み：10月16日10時から直接、電話、ホームページで。（先着順）
　　　　　（10月21日、22日は休館日のため、ホームページ以外でのお申し込みはできません）

日　時：令和元年11月12日～12月10日　毎週火曜日　14時～16時【全５回】

場　所：宮前市民館

対　象：関心のある方　25名

　

費　用：500円（保険料・材料費）

申　込：10月16日（水）10時から直接、電話、ホームページで。（先着順）

（10月21日、22日は休館日のため、ホームページ以外でのお申し込みはできません。）

いつ起こるかわからない災害から身を守る為のヒントを学び、災害に対する備えと、実際に災害が起こった

後に自分たちができることを考える。

子どもはそのまんまでスゴい！
～子ども本来の力を損ねない接し方を考える～

防災についてもう一度見つめ直してみませんか
～備えは「自分」で「家族」でそして「地域」で～

★都合により講義内容が変わることがあります。

連 続
講 座

日にち 内　　　　　容 講師等回

１ 11月12日 オリエンテーション／本当はスゴい、子どもの力① 調整中

２ 11月19日 本当はスゴい、子どもの力②

３ 11月26日 子どもの力を損ねないために、大人のできること 和洋女子大学 准教授　丸谷 充子

４ 12月10日 子どもって…本当にスゴい？ 市民館職員

５ 12月17日 子どもの可能性を広げる関わリ方を考える
NPO法人 アーツイニシアティヴトウキョウ

キュレーター　堀内　奈穂子

NPO法人 ごかんたいそう
　　　　　　保育主任（予定）

日にち・場所 講　師 講師･助言者など回

１

11月12日

宮前市民館

視 聴 覚 室

総務企画局危機管理室

宮前区役所危機管理担当

オリエンテーション＆防災の基礎知識

・今、知っておきたい家庭での備えや、災害時の安全

行動、情報収集など防災の基礎を学ぶ

２

11月19日

宮前市民館

視 聴 覚 室

管理栄養士

日本体育協会公認スポーツ指導員

米井　智子

管理栄養士

日本体育協会公認スポーツ指導員

米井　智子

災害時の健康管理

・災害時の健康管理について、留意点などを座学で学ぶ

３

11月26日

宮前市民館

料理室

災害時の健康管理（実習）

・災害時に缶詰などで簡単に調理できるものの調理体

験を行う

４

12月３日

宮前市民館

視 聴 覚 室

宮前区役所危機管理担当

地域での防災活動（１）

・川崎避難所運営シミュレーションKAWAHUGを体験

し、災害時に自分ができること（役割）を考える

５

12月10日

宮前市民館

視 聴 覚 室

宮前区内町内会防災担当者等

宮前区役所危機管理担当

地域での防災活動（２）

・地域で実際に行われている、防災についての様々な

取り組みを学び、これからできる備えや災害時に自

分たちができることについて考える

市民エンパワーメント研修

受講者
募集！

第13回 大人が楽しむおはなし会

日　時：10月31日（木）10時半～12時

場　所：宮前市民館　３階　視聴覚室

演　目：ねずみのすもう　他

受　付：10月22日（火）

　　　　10時から電話または宮前図書館カウンターで申し込み

　先着40名　無料

演　者：ハイジの会

お問合せ先：川崎市立宮前図書館　TEL 044-888-3918

大人のみなさんに「おはなし」を語ります。

（2） （3）
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こども未来局子育て推進部
宮前区保育総合支援担当

10月26日 子育てフェスタ 宮前市民館

11月２日～
　　11月６日

アートスタジオ
みやまえ展

第18回みやまえ
福祉フェスティバル

宮前区保育園
こども園作品展

宮前写真倶楽部
写真展

11月10日

11月15日～
　　11月20日
（18日休館日）

11月22日～
　　11月27日

宮前写真倶楽部

大ホールの内壁タイル浮きに伴う工事により、舞台

花道及び一部客席（910席中の120席）を利用制限し

ています。（11月末までの予定）

利用者の皆様には大変ご不便をおかけしますが、ご

理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

「みやまえ子育てフェスタ」は、乳幼児をもつパパ・ママへの情報発信と、子育てに関わるみなさん

の交流の場。宮前区には、数多くの子育てサークルや子育てを応援する団体があります。市民館の各

部屋に設けられたコーナーを回りながら、一緒に子育てをしている仲間がどんな活動をしているのか

を知ることができます。子どもたちが楽しめる企画が盛りだくさんですので、ぜひお子さんと一緒に

ご来場ください。今年は、誰もが安心して子フェスタを楽しめるような工夫をいくつも用意しました

ので、そちらもお楽しみに。新たに、パパが子どもと一緒に楽しめるコーナーが登場します！

宮前区文化協会よりお知らせ

～みつけてみよう！子フェスタマジック～

■ 日　時：10月26日（土）10時～15時
(各コーナーは13時40分頃終了、

　14時からエンディングコンサート開演）

■ 会　場：宮前市民館、市民広場
(会場には授乳・オムツ替えスペースもあります)

● 昨年の様子

オープニング音楽隊／赤ちゃん広場／寝相アート／絵本の部屋／お絵かき／工作／写真展

手形／育児相談／教えて！歯医者さん／親子クッキング／保育園体験コーナー

ふれあい動物園／エンディングコンサート　など

（内容は、変更する場合があります。また、コーナーによっては数量に限りがある場合があります。）

主な内容

フォトコーナー 絵具で自由に遊ぶコーナー

宮前区文化協会 第３７回文化祭

展示部会による体験講座

場所はいずれも【宮前市民館２階ホワイエ】

お申し込み方法

締め切り

問い合わせ

大ホールの

一部客席等利用制限について

［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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