
市民委員募集

地域のための
子育て支援出前講座

教育委員会事務局　生涯学習推進課

今後の宮前市民館と有馬・野川生涯学習支援施設の各

種事業の企画実施について調査審議します。詳細は、

区役所などで配布中のチラシか市ホームページで。

対　象：市内在住１年以上の区民で、市の他の付属機

関の委員、市職員でない20歳以上の方。

宮前市民館…１人（選考）

有馬・野川生涯学習支援施設…２人（選考）

申　込：２月28日（消印有効）までに応募用紙に必要

事項を記入し小論文（チラシなど参照）を添

えて直接または郵送で。

地域のみなさんを対象に、家庭教育の出前講座を実施

します！子育てのヒントについて一緒に学んでみませ

んか？イベント等に合わせて開催することも可能です

のでぜひご活用ください！

講座の実施時間や内容は、相談しながら決めていきます。

講師やプログラム例など、詳しくはホームページをご

覧ください。

対　象：川崎市内の地域で活動している方

※自治会、町内会、子ども会、マンションの

管理組合、ボランティア団体、子育てグ

ループなど

費　用：無料

次回の発行は４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…２月17日（月）・３月16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

宮前市民館ギャラリー

展示期間 催し物 団体名

１月31日～

　　２月５日

めぐちゃんと家族の

メッセージ

～写真展～

川崎市市民文化局人

権・男女共同参画室

２月７日～

　　２月12日
絵画展 レモンティーズ

２月14日～

　　２月18日

ラブみやまえ

第14回フォトコンテスト
宮前区役所地域振興課

２月21日～

　　２月26日

小規模多機能連絡会

作品展
サリューブル

２月28日～

　　３月４日

市民プラザ彩の会

作品展
市民プラザ彩の会

３月14日
令和元年度生涯学習

交流集会
宮前市民館

３月20日～

　　３月25日
宮前デッサン会作品展 宮前デッサン会

３月７日 宮前区防災フェア
宮前区役所危機管理

担当

地域での団体・サークル活動に興味がある方やこれから何か始めたい方、
実際に活動をされている方のための、交流イベントを開催します。

内　容
①団体活動について（講演）

かわさき市民活動センター理事長の小倉敬子さんが、活動に役立つお話をしてくださいます。

②市民自主学級・市民自主企画事業の活動報告
宮前市民館で１年間「市民自主学級・自主企画事業」を実施した成果を、各実施団体が発表します。

（市民自主学級・市民自主企画事業とは、市民が提案した企画を、市民館と協働で行うものです。）

自由な意見交換の場も設けますので、「こんなことをやってみたい」というアイディアがある方、「私も市民館を舞

台に、何かやってみたい」という方は、実際に学級・企画事業に取り組まれた方に直接お話を聴けるチャンスです！

③市民館で活動するサークルによる活動紹介
サークル連絡会に所属する団体が発表を行います。

④フリー交流タイム
サークル・団体の方を含め、参加者同士が情報交換など自由に交流できる時間です。

日　時：３月14日　土曜日　13時～16時 講演・発表、16時～17時 フリー交流タイム

場　所：宮前市民館２階ギャラリー

費　用：無料

申　込：一般の方は不要。団体・サークルの方は２月28日までに直接、電話、メールで。

生涯学習交流集会

～区内で活動する団体・サークルの皆さまへ～

皆さんの活動をアピールできるフリー交流タイムがあります。
一般の方に皆さんの活動を知っていただけるほか、他団体との交流もできますので、ぜひご参加ください♪
参加を希望する団体・サークルは、２月28日までに市民館にご連絡ください。

宮前区の歴史について講師から話を聞くと同時に、実際に
現地を歩いて身近な歴史を体感することを目指しました。
併せて、同じメンバーで楽しみながら歩くことで、仲間づ
くりのきっかけになることを狙って開催しました（全６回）。

宮前を知って歩いて楽しもう
市民自主学級

世代や業界が異なっていても楽しくコミュニケーションが
出来るボードゲームをいくつか体験し、既成のゲームを元
に新しい遊び方を参加者で話し合って考えました（全５回）。

ボードゲームを作ってみよう！
市民自主企画事業

今回は一日での実施。午前中は実際に自宅で手付かずと
なっている食品を持ち寄って調理を行い、午後は映画『ゼ
ロ円キッチン』を鑑賞することで、食品ロスの問題から環
境問題について自分のできることを考えました。

映画カフェ＆ワークショップ
市民自主企画事業

誰もが口ずさんだことのある歌を地球・宇宙・植物・水
辺・人生などの切り口に分けて、参加者全員で歌い、歌の
背景にあるエピソード・秘話などを学ぶことで参加者同士
の交流を図りました（全６回）。

うたごえ楽座
市民自主企画事業

入退場は自由！！
お気軽に

お立ち寄りください♪

今年度実施した市民自主学級・市民自主企画事業はこちら。

教育委員会事務局　生涯学習推進課
　電話：200－3304  FAX：200－3950

   住所：〒210-0004　川崎区宮本町６番地　　　

　　　　　　　　　　　明治安田生命川崎ビル３階

申し込み・問い合わせ先

［回覧］読み終わりましたらお隣へお回しください。 （1）（4）

第225号　令和２年(2020年)２月１日　発行：川崎市宮前市民館

宮前市民館の事業にお申込みの際に、皆様からお預かりした個人情報は、お申込み事業の運営及びそれに関わるご連絡以外には
使用しません。無断で第三者に提供することはございません。

お申込み・お問い合わせは、特別に表記のない限り、宮前市民館（044-888-3911）となります。
また、特に記載のない限り、主催は川崎市教育委員会です。講師については敬称略としています。

宮前市民館 川崎市ホームページ http//www.city.kawasaki.jp検索検索



宮前区地域包括ケアシステム推進シンポジウム×宮前市民館地域課題対応事業

若い世代と一緒に地域活動を楽しむためには

◆金のがちょう（グリム童話より）
正直者のハンスは森の小人に金

のがちょうをもらいました。

ハンスががちょうと歩いていく

と…

◆はっぱのおてがみ
迷子になったはっぱのおてがみ

をウサギの兄弟が拾いました。

これなんだろう。おてがみだ！

届けなくっちゃ。

～人形劇あらすじ～

「手遊び歌」は子どもとおとなが一緒に楽しめる遊びです。この講座では、体を動かして、声を出して、手

遊び歌を体験しながら学びます。初めての方向けに、表情や動作のコツも紹介します。

●グループ室
グループ室は、地域の学習グループや団体がグループ運営のための会議や打ち合わせのために、無料で利

用できます。講師を呼んでの学習活動や、グループの活動自体には利用できません。定員17人です。

ご利用には事前登録（年度ごと）が必要となります。

３月１日（日）から令和２年度の登録受付を行います。６月からの利用にあたっては、新しい登録番号が

必要となります。

●児童室の単独利用（無料）
児童室は、自主的な保育活動（非営利）を行っている団体・グループが、その活動自体のために親子で児

童室を利用する場合のみ他の会議室等を利用しなくても利用することができます。定員20人です。

単独で利用するためには、ふれあいネットの登録、児童室の単独利用の登録、規約、名簿の提出が必要です。

３月１日（日）から令和２年度の登録受付を行います。

●「引き出し」の利用
３階の事務所横に、事務用品等を保管できるレターケースがあります。市民館の施設を定期的に学習に利

用している10人以上の非営利団体・グループが利用できます。

令和２年度の登録受付は３月１日（日）から３月31日（火）です。

募集は37団体です。応募多数の場合は抽選となります。

４階倉庫や料理室の棚を利用している場合は、４月１日以降に「引き出し」が空いている場合のみ重複し

て申し込めます。

●サークルカード
市民館の受付カウンターで、市民館を利用される団体・グループの活動内容や、メンバー募集についての

情報を常設しています。みなさんのグループも情報を載せませんか？

日　時：３月９日　月曜日　10時～12時

場　所：宮前市民館視聴覚室

定　員：30人

費　用：無料

申　込：２月18日（火）10時から直接、電話、

　　　　ホームページで。（先着順）

日　時：３月26日　木曜日

　　　　１回目　11時～12時半

　　　　２回目　14時～15時半

場　所：宮前市民館大会議室

定　員：各回100人

費　用：無料

申　込：３月３日（火）10時から

　　　　市民館事務室にてチケット配布

　　　　１家族４枚まで

・ 子どもが集まる時に、盛り上げたい。

・ おとなの集まりで、脳トレにチャレンジしたい。

・ 地域の集まりやコミュニティカフェで、参加者と一緒に楽しみたい。

・ 歌が好き。わらべ歌が懐かしい。

・ 保育や市民活動に活かせる得意技を身に付けたい。

人形劇団ひとみ座「金のがちょう・はっぱのおてがみ」公演とお話し会を開催します。手遊びや歌も一緒に

楽しみます。１回目と２回目は同じ内容です。

地域活動をより多世代に広げるために、パネルディスカッションやグループワークを通して考えます。

日　　時：３月15日（日）13時半～16時半

場　　所：宮前区役所４階 大会議室

定　　員：30人 

費　　用：無料 

申　　込：２月17日（月）から電話かFAXかメール（住所、氏名、電話番号）で申込み 

申込み先：宮前区役所地域ケア推進課

TEL 856－3300　FAX 856－3237

メール：69keasui@city.kawasaki.jp［先着順］

人形劇とおはなし会

令和２年度の事前受付が始まります

こんな方におすすめです

春休み特別企画！

さまざ
まな

活動に
活かし

て

みませ
んか。

一緒に
楽しみ

ながら

学びま
しょう

。

（2） （3）



宮前区地域包括ケアシステム推進シンポジウム×宮前市民館地域課題対応事業

若い世代と一緒に地域活動を楽しむためには

◆金のがちょう（グリム童話より）
正直者のハンスは森の小人に金

のがちょうをもらいました。

ハンスががちょうと歩いていく

と…

◆はっぱのおてがみ
迷子になったはっぱのおてがみ

をウサギの兄弟が拾いました。

これなんだろう。おてがみだ！

届けなくっちゃ。

～人形劇あらすじ～

「手遊び歌」は子どもとおとなが一緒に楽しめる遊びです。この講座では、体を動かして、声を出して、手

遊び歌を体験しながら学びます。初めての方向けに、表情や動作のコツも紹介します。

●グループ室
グループ室は、地域の学習グループや団体がグループ運営のための会議や打ち合わせのために、無料で利

用できます。講師を呼んでの学習活動や、グループの活動自体には利用できません。定員17人です。

ご利用には事前登録（年度ごと）が必要となります。

３月１日（日）から令和２年度の登録受付を行います。６月からの利用にあたっては、新しい登録番号が

必要となります。

●児童室の単独利用（無料）
児童室は、自主的な保育活動（非営利）を行っている団体・グループが、その活動自体のために親子で児

童室を利用する場合のみ他の会議室等を利用しなくても利用することができます。定員20人です。

単独で利用するためには、ふれあいネットの登録、児童室の単独利用の登録、規約、名簿の提出が必要です。

３月１日（日）から令和２年度の登録受付を行います。

●「引き出し」の利用
３階の事務所横に、事務用品等を保管できるレターケースがあります。市民館の施設を定期的に学習に利

用している10人以上の非営利団体・グループが利用できます。

令和２年度の登録受付は３月１日（日）から３月31日（火）です。

募集は37団体です。応募多数の場合は抽選となります。

４階倉庫や料理室の棚を利用している場合は、４月１日以降に「引き出し」が空いている場合のみ重複し

て申し込めます。

●サークルカード
市民館の受付カウンターで、市民館を利用される団体・グループの活動内容や、メンバー募集についての

情報を常設しています。みなさんのグループも情報を載せませんか？

日　時：３月９日　月曜日　10時～12時

場　所：宮前市民館視聴覚室

定　員：30人

費　用：無料

申　込：２月18日（火）10時から直接、電話、

　　　　ホームページで。（先着順）

日　時：３月26日　木曜日

　　　　１回目　11時～12時半

　　　　２回目　14時～15時半

場　所：宮前市民館大会議室

定　員：各回100人

費　用：無料

申　込：３月３日（火）10時から

　　　　市民館事務室にてチケット配布

　　　　１家族４枚まで

・ 子どもが集まる時に、盛り上げたい。

・ おとなの集まりで、脳トレにチャレンジしたい。

・ 地域の集まりやコミュニティカフェで、参加者と一緒に楽しみたい。

・ 歌が好き。わらべ歌が懐かしい。

・ 保育や市民活動に活かせる得意技を身に付けたい。

人形劇団ひとみ座「金のがちょう・はっぱのおてがみ」公演とお話し会を開催します。手遊びや歌も一緒に

楽しみます。１回目と２回目は同じ内容です。

地域活動をより多世代に広げるために、パネルディスカッションやグループワークを通して考えます。

日　　時：３月15日（日）13時半～16時半

場　　所：宮前区役所４階 大会議室

定　　員：30人 

費　　用：無料 

申　　込：２月17日（月）から電話かFAXかメール（住所、氏名、電話番号）で申込み 

申込み先：宮前区役所地域ケア推進課

TEL 856－3300　FAX 856－3237

メール：69keasui@city.kawasaki.jp［先着順］

人形劇とおはなし会

令和２年度の事前受付が始まります

こんな方におすすめです

春休み特別企画！
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一緒に
楽しみ

ながら
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。
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市民委員募集

地域のための
子育て支援出前講座

教育委員会事務局　生涯学習推進課

今後の宮前市民館と有馬・野川生涯学習支援施設の各

種事業の企画実施について調査審議します。詳細は、

区役所などで配布中のチラシか市ホームページで。

対　象：市内在住１年以上の区民で、市の他の付属機

関の委員、市職員でない20歳以上の方。

宮前市民館…１人（選考）

有馬・野川生涯学習支援施設…２人（選考）

申　込：２月28日（消印有効）までに応募用紙に必要

事項を記入し小論文（チラシなど参照）を添

えて直接または郵送で。

地域のみなさんを対象に、家庭教育の出前講座を実施

します！子育てのヒントについて一緒に学んでみませ

んか？イベント等に合わせて開催することも可能です

のでぜひご活用ください！

講座の実施時間や内容は、相談しながら決めていきます。

講師やプログラム例など、詳しくはホームページをご

覧ください。

対　象：川崎市内の地域で活動している方

※自治会、町内会、子ども会、マンションの

管理組合、ボランティア団体、子育てグ

ループなど

費　用：無料

次回の発行は４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…２月17日（月）・３月16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

宮前市民館ギャラリー

展示期間 催し物 団体名

１月31日～

　　２月５日

めぐちゃんと家族の

メッセージ

～写真展～

川崎市市民文化局人

権・男女共同参画室

２月７日～

　　２月12日
絵画展 レモンティーズ

２月14日～

　　２月18日

ラブみやまえ

第14回フォトコンテスト
宮前区役所地域振興課

２月21日～

　　２月26日

小規模多機能連絡会

作品展
サリューブル

２月28日～

　　３月４日

市民プラザ彩の会

作品展
市民プラザ彩の会

３月14日
令和元年度生涯学習

交流集会
宮前市民館

３月20日～

　　３月25日
宮前デッサン会作品展 宮前デッサン会

３月７日 宮前区防災フェア
宮前区役所危機管理

担当

地域での団体・サークル活動に興味がある方やこれから何か始めたい方、
実際に活動をされている方のための、交流イベントを開催します。

内　容
①団体活動について（講演）

かわさき市民活動センター理事長の小倉敬子さんが、活動に役立つお話をしてくださいます。

②市民自主学級・市民自主企画事業の活動報告
宮前市民館で１年間「市民自主学級・自主企画事業」を実施した成果を、各実施団体が発表します。

（市民自主学級・市民自主企画事業とは、市民が提案した企画を、市民館と協働で行うものです。）

自由な意見交換の場も設けますので、「こんなことをやってみたい」というアイディアがある方、「私も市民館を舞

台に、何かやってみたい」という方は、実際に学級・企画事業に取り組まれた方に直接お話を聴けるチャンスです！

③市民館で活動するサークルによる活動紹介
サークル連絡会に所属する団体が発表を行います。

④フリー交流タイム
サークル・団体の方を含め、参加者同士が情報交換など自由に交流できる時間です。

日　時：３月14日　土曜日　13時～16時 講演・発表、16時～17時 フリー交流タイム

場　所：宮前市民館２階ギャラリー

費　用：無料

申　込：一般の方は不要。団体・サークルの方は２月28日までに直接、電話、メールで。

生涯学習交流集会

～区内で活動する団体・サークルの皆さまへ～

皆さんの活動をアピールできるフリー交流タイムがあります。
一般の方に皆さんの活動を知っていただけるほか、他団体との交流もできますので、ぜひご参加ください♪
参加を希望する団体・サークルは、２月28日までに市民館にご連絡ください。

宮前区の歴史について講師から話を聞くと同時に、実際に
現地を歩いて身近な歴史を体感することを目指しました。
併せて、同じメンバーで楽しみながら歩くことで、仲間づ
くりのきっかけになることを狙って開催しました（全６回）。

宮前を知って歩いて楽しもう
市民自主学級

世代や業界が異なっていても楽しくコミュニケーションが
出来るボードゲームをいくつか体験し、既成のゲームを元
に新しい遊び方を参加者で話し合って考えました（全５回）。

ボードゲームを作ってみよう！
市民自主企画事業

今回は一日での実施。午前中は実際に自宅で手付かずと
なっている食品を持ち寄って調理を行い、午後は映画『ゼ
ロ円キッチン』を鑑賞することで、食品ロスの問題から環
境問題について自分のできることを考えました。

映画カフェ＆ワークショップ
市民自主企画事業

誰もが口ずさんだことのある歌を地球・宇宙・植物・水
辺・人生などの切り口に分けて、参加者全員で歌い、歌の
背景にあるエピソード・秘話などを学ぶことで参加者同士
の交流を図りました（全６回）。

うたごえ楽座
市民自主企画事業

入退場は自由！！
お気軽に

お立ち寄りください♪

今年度実施した市民自主学級・市民自主企画事業はこちら。

教育委員会事務局　生涯学習推進課
　電話：200－3304  FAX：200－3950

   住所：〒210-0004　川崎区宮本町６番地　　　

　　　　　　　　　　　明治安田生命川崎ビル３階

申し込み・問い合わせ先

［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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