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図書館を使ってみて！
くらしに役立つ情報満載

宮前図書館
☎044-888-3918
044-888-5740

市ではことし３月に
「今後の市民館・図書館のあり方」
を策定しました。 宮前図書館は、市民が利用しやす
く、地域を支える図書館となることを目指し、本の貸し出しだけでなく情報発信も行っています。
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宮前図書館では、地域のニーズや生活課題、時節を捉えた図書展示などを行い、皆さんに役立つ情報
をお届けしています。 特に認知症に関する書籍コーナーなどを設け積極的に情報発信を行っています。

認知症の人にやさしい
「小さな本棚」

現在と今後

きっかけ
カウンターで、自分の本と図

現在では、区役所などと連携し、認

書館の本の区別がつかない利

知症啓発マンガや介護や福祉に関する

用者が見受けられることなどを

チラシなども配架しています。 今後も、

きっかけに、 平成27年12月か

これまで図書館を使ってきた人たちが、

ら
「認知症の人にやさしい『小さ

年齢を重ねても引き続き利用できるよ

な本棚』」
と題して、認知症に関

うに工夫しながら、認知症の人やその

するさまざまな分野の図書をま

家族、ケアする専門職、そして市民の

とめた展示を常設しました。

皆さんへ情報提供を行います。

過去に実施した展示コーナーを紹介
時節を捉えたテーマや、生活に寄り添う情報などが載っている
図書を並べ、コーナーを設置しました。
読み聞かせボランティアのおすすめ本
コロナ禍で読み
聞かせができない
なか、市民ボラン
ティアおすすめの
本を集めました。
テーマに沿った装
飾は、ボランティ
アによる手作りで
す。3月末まで設
置予定です。

宮前図書館で始まった認知症に関
する取り組みは、 後に市立図書館全
館へと拡大しました。 読書の推進・啓
発を行うとともに、日頃の図書貸し出
し以外でも、 来館した皆さんの生活
宮前図書館
（写真左から）
吉永職員 舟田職員

ペンギンと夏を乗り切ろう

に役立つ情報を発信し、いつでも誰
もが利用できる図書館を目指して、さ

ことし8〜9月に
はペンギンの魅力
や南極などの関連
本を集めコーナー
を設 置しました。
夢見ヶ崎動物公園
で飼育しているフ
ンボルトペンギン
の写真や園の案内
も展示しました。

まざまな機関と連携しています。

書返却ボックスを
宮前平駅改札口前の図
ぜひご利用ください

11月はアーカイブ展

ことし４月から市内７カ所目と

区の歴史を世代間で共有し

なる図書の返却ボックスを設置し

ふるさと意識を醸成することを

ました。川崎フロンターレの協力

目的として、 区役所企画課と

で、 市立図書館キャラクター
「つ

連携し、区の昔の写真を展示

ばきちゃん」
と川崎フロンターレ

します。 川崎の歴史や文化を

のマスコット
「ふろん太」
「カブレ

知ることができる図書コーナー

ラ」のオリジナルデザインラッピ

も設置します。

ングです。 毎日約100冊前後の

１１月1日～14日
（開館時間

返却があります。

に準ずる） 宮前図書館

「 人 が 好き

今後もさまざまな
情報発信を実施して
いきます！ 宮前図書
館からのお知らせや
開館日など、詳細は
市立図書館HPで。

緑 が 好き

昨年度の様子

まちが好き」 宮前区は令和４年に区制４０周 年を迎えます

市立図書館ＨＰ

ここからみやまえ区版です

2021（令和3）年

宮前地区青少年作品展の作品募集

11月号

「みやまえの過去・現在・未来
～いまここから あなたと描く～」

んの力作をお持ちください。 作品は12月1日㈬

区の過去、現在、未来をテーマとした企画をオンラインで配信します。

宮前地区在住・在学の小・中学生
募集部門

過去企画…1960年代に出稼ぎで区に来ていた本木勝利さんの講演

絵画の部、ちぎり絵の部、イラスト・デザインの

現在企画…宮前楽市として市民活動団体への活動紹介インタビュー

部、書道の部(書き初め用紙、半紙)
11月8日～18日(土・日曜を除く)に応募作品を持参し直
接、区役所地域振興課☎044-856-3135
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第1４回まちづくり広場ラブ♥みやまえ

芸術の秋にふさわしい書道や絵画など、皆さ
から同展HPにてオンライン展示を行います。

区 版 みやまえ

No.1258

作品展HP

044-856-3280

※用紙サイズの指定や課題があります。出品希望者は必ず事前にお問
い合わせください

未来企画…コミュニティーデザインについて勉強している大学生・川合
佑汰さんによる講演や、
『オオカミの護符』
・
『諏訪式。』著者の小倉美惠
子さんらとのトーク企画
11月27日㈯10時～14時半
区役所地域振興課☎044-856-3125

044-856-3280

※オンライン参加方法など詳細は区役所で配布中のチラシ

第4期スポーツ教室参加者募集
（1月～3月）

か区まちづくり協議会HPで

親子スポーツ、幼児からだ遊び、ヨガ、ピラティス、いきいき体操、

市民活動応援講座２０２１
スマホで!! Instagram超入門

椅子に座って脳トレなど。見学・体験なども可能です。

イ

宮前スポーツセンター
11月30日
（必着）
までに、往復ハガキかHPで必要事項
（市
044-976-

6358［抽選］
。※体験など詳細はお問い合わせください

ン
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グ
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ム

イ ン ス タ グ ラ ム

フォトグラファーの小川麻央さんがInstagramの使い方や、スマホを

版６面）
と教室名、年齢も記入し〒216-0011宮前区犬蔵１－
１０－３ 宮前スポーツセンター☎044-976-6350

同協議会HP

同センター
HP

使った写真の撮り方について、分かりやすく教えます。
１２月６日㈪１３時～１６時
（１２時半開場）
区役所１階健診ホール
15人

区民限定オンラインエクササイズヨガ
「おやすみヨガ-EARTH-」
12月3日～17日の金曜、21時～21時45分、全3回
在学・在勤の15人

区内在住・

1,100円※インターネットに接続ができる環境下

で、パソコン・スマホ・タブレットなどが必要
（通信料は参加
者負担）

１１月１５日から直接か電話でフロンタウンさぎ

ぬま☎044-854-0210

044-862-5030［先着順］

区役所地域振興課☎044-856-3177

044-856-3280

１１月１５日から直接か電話で区役所地域振興課
☎044-856-3125

044-856-3280［先着順］

昭和大学鷺沼校地の区民利用について
日本精工鷺沼運動場
（宮前区鷺沼4-4-1）
は、所有者が昭和大学に変

フロンタウン
さぎぬまHP

更となり、
「昭和大学鷺沼校地」
となりました。同大学の利用に支障のな
い範囲で、同校地のBグラウンドを宮前区民も利用すること
ができます。
区役所地域振興課☎044-856-3177

川崎ブレイブサンダースホームゲーム区民招待
区民の皆さんをホームゲーム
（群馬ク

区HP

地域子育て支援センター土曜開所

レインサンダーズ戦）
に招待します。
12月15日㈬19時5分試合開始
とどろきアリーナ

広い室内や庭でのびのびと遊ぶことができます。 予約の上、遊びに

区内在住の20人
11月25日までに応募フォームで川
崎ブレイブサンダース［抽選］
区役所地域振興課
☎044-856-3177

044-856-3280

※利用登録や利用申請など詳細は区HPで

きてください。
１２月１８日㈯10時～1２時、13時半～15時半

©️KAWASAKI BRAVE
THUNDERS
＃13 前田 悟選手

地域子育て支援センターすがお
応募フォーム

044-856-3280

就学前の子どもと保護者、各３１組
（入れ替え制）
１１月２９日9時から電話か区HPで区役所保育所等・地域
連携担当☎044-856-3290

宮前区のミライづくりプロジェクト通信 第8号
「あたらしい宮前市民館・図書館を考えるワークショップ」
で
さまざまなアイデアをいただきました！
鷺沼駅周辺に移転・整備する
館の検討に向けて、ワークショッ
プを全９回開催しました。
小中高校生・大学生からベテ

地域みまもり 教室案内
支援センタ― 会場は区役所1階健診フロア

日時
（受付時間）

予定の新しい宮前市民館・図書
詳細は区役所・市民館・図書館などで配布して
いるニュースレターや市HPで

ラン世代まで延べ約250人の参加者から多くのアイデアを
いただきました。その結果をニュースレターやオープンハウ
ス型説明会などでお知らせしました。
教育委員会生涯学習推進課☎044-200-1981

市HP

044-200-3950

044-856-3237［先着順］

対象

区HP

区役所地域支援課 044-856-3237

※電話予約は９時から受け付けます

内容・持ち物他

［先着順］

❶❷
❶12月14日㈫
離乳食の始め方や進め方に
いずれも
4カ月以降
初期食 ❷12月20日㈪
ついて。母子健康手帳、筆
11月18日
の乳児の
教室
いずれも
記用具、バスタオル持参。
から電話で。
保護者
＊❶❷は同じ内容。子ど
（離乳食） 10時～11時
☎044-856各15人
も同伴可
(9時45分～)
3264
6～10カ月 2回食以降の離乳食の進め 11月18日
中・後期 12月6日㈪
ごろの乳児 方について。母子健康手 から電話で。
食教室 10時～11時
の保護者 帳、筆記用具、バスタオ ☎044-856（離乳食） (9時45分～)
15人
ル持参。子ども同伴可
3264

市政だより発行後に、掲載内容について変更・延期・中止となる場合があります。詳細は各問い合わせ先にご確認ください。

