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次回の発行は５月１日です
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夏休み子どもあそびランドは、地域の皆さんが「あそび」を通じて交流する、宮前市民館の一大イベン

ト！今年は8月18日(日)に開催します。企画運営委員を募集します。企画運営会議に出席し、一緒にこの

イベントを企画運営してみませんか？　　　　　　　　　　　　　　　申 込　随時、直接か電話で。

Q. 夏休み子どもあそびランドはどのようなイベントですか？
A. 宮前市民館の各会議室では、昔あそび、マジック、将棋、バルーンアート等

様々なあそびのコーナーを設けます。また、ホールイベントもあります。

あそびの各コーナーは「達人」と呼ばれるボランティアが主に運営し、当日ボランティアと協

力しながら、来場者に楽しんでもらう様々なコーナーを開設します。

※今回は企画運営委員の募集です。「達人」や当日ボランティアの募集は別途行います。

Q. 夏休み子どもあそびランドの中で、企画運営委員はどのような役割ですか？
A. 当日を含め４回程度開催の企画委員会に出席して（会議日程は委員の都合を考慮して決め、

欠席も可）、いっしょに今年のイベントの内容や、各コーナーの部屋割り等を話し合います。

また、開催チラシの印刷・仕分け作業等を行います。前日には各会議室の机や椅子を移動した

り、のぼり旗を立てたり等の準備作業があります。

毎年1,000人以上の来場者がある「みやまえ子育てフェスタ」。乳幼児のいる保護者への情報発信と交流

の場です。昨年は、オープニングコンサート、子育てグループ展示紹介、子育てグループによる遊び紹

介、外遊び体験、一日保育園体験、無料歯科相談、移動動物園、食事相談、エンディングコンサート他いろい

ろな企画で開催しました。

今年は10月26日(土)に開催します。このイベントの企画や当日の運営を一緒にしてくださるスタッフを大募

集します！企画会議は月1～2回程度です。

毎年、子育て中の方が企画の段階から参加して、楽しみながらわいわい活動しています。

お友達づくりや子育てに関する情報を得るとてもいい機会にもなりますよ。あなたも一緒にイベントを盛り

上げてみませんか？

たくさんの方の御応募をお待ちしています！

　　第１回企画委員会日程　５月10日(金)　10時～　宮前市民館にて。
　　　　　　　　　　　　　もちろん子連れでも大丈夫です!

じゃんじゃん (Ｊ)
集 ま っ て (Ａ)
学び合おう (Ｍ)
をテーマに､市民
館利用サークルが
一年間の活動の成
果を発表します。
大ホールでは、洗足学園音楽大学によるオペラ
「カルメン」の特別公演（13日(土)開演16時、入
場無料）や、合唱・演奏など、会議室ではダンス
発表や写真等の展示があります。
ぜひ、お気軽にお越しください。
日　時　4月13日 土曜日、4月14日 日曜日

10時～16時
場　所　宮前市民館他　　申　込　会場へ直接

ボランティアや図書館職員が､絵本の読み聞かせや
手遊び､紙芝居､昔話などのおはなしをします。
申し込みの必要はありません。
どうぞお気軽におこしください。
対　象　３歳くらいから
日　時　毎月第２･３･４水曜日 14時30分～15時
会　場　第２･３水曜日→宮前市民館 児童室または和室

第４水曜日→宮前図書館 児童コーナー
※開催時間と回数が､４月から一部変更されましたのでご注意ください｡

毎月のおはなし会のお知らせ は、

館内ポスター、チラシ、図書館ホームページ
（http://www.library.city.kawasaki.jp/）で
ご確認いただけます。
お問合せ先：川崎市立宮前図書館
　　　　　　TEL　044-888-3918

家庭・地域教育学級

子どもの自ら育つ力を信じ見守る子育ての大切さ
を学び、地域でつながっていく事の意味を考え
る、宮前親子学級の企画委員を募集します。月2回
程度の企画委員会を行い、9月から毎週木曜日、全
15回の講座を開催します。
興味のある方には、学級の趣旨や内容についてご
説明します。お気軽にご連絡ください。

☆宮前市民館ギャラリー☆

＜両館共通＞休館日

４月15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

講座などのお申込み・お問合せ

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

夏休み子どもあそびランド2019夏休み子どもあそびランド2019

｢宮前親子学級」企画委員募集｢宮前親子学級」企画委員募集

みやまえJAM2019みやまえJAM2019みやまえJAM2019みやまえJAM2019

「ひとりできけるおはなし会」「ひとりできけるおはなし会」へようこそ！

みやまえ子育てフェスタ2019みやまえ子育てフェスタ2019
企画委員募集！



日常生活に必要な日本語の会話や読み書きをグループで学びます。日本人ボランティアといっしょに話し

ながら日本語を学びませんか？

場　所　宮前市民館４階第４会議室
対　象　川崎市に住んでいる日本語を学びたい方（外国人など）

午前コース (Morning Course)

期間(Term)　2019年4月19日～2020年3月13日の毎週金曜（Fri)、

　　　　　　 年間全34回

時間(Time)　10時～12時

費用(Tuition)　無料　教材費など実費(年間500円)

保育(Childcare)　６か月以上の子ども16人（保険料等実費

　　　　　　　　  年間1,000円）

申込(Registration）　４月19日10時から受付

夜間コース (Night Course)

期間(Term)　2019年4月17日～2020年3月4日の毎週水曜（Wed)、

　　　　　　 年間全34回

時間(Time)　19時～20時30分

費用(Tuition)　無料　教材費など実費(年間300円)

保育(Childcare)　なし

申込(Registration）　４月17日19時から受付

※それぞれのコースの開始時間までに会場に来てください。※申込は一年中受け付けています。

シニアの社会参加支援事業

春です！外を歩くのに気持ちのよい季節になりました。カメラを持って街に出てみませんか。
入門者向け講座ですので、お手持ちのコンパクトカメラで十分です。レンズを通すと、いつもの景色が違
って見えるかもしれません。そして街を知ると、もっと素晴らしいものが見えてくるかもしれませんよ。
日　時　Ａコース「技術を学び街へ出よう」5月14日～6月11日火曜日、14時～16時、全5回

Ｂコース「歴史を学び文化を撮ろう」6月18日～7月23日火曜日(7月16日は休講)14時～16時、全5回
※Ａコース・Ｂコース連続して申込めます

講　師　写真家 大塚光紀氏　宮前の歴史を学ぶ会 小川清氏　他　　場　所　宮前市民館　他
対　象　おおむね50歳以上の基本的に全回出席出来る方20人（Aコース・Bコースそれぞれ先着順）
費　用　保険に関わる費用・材料費として400円を初日に集めます。撮影会場までの交通費は自己負担に

なります。
申　込　4月16日10時から宮前市民館へ直接、電話、ホームページで。

天候等によって内容が変更になる場合があります

宮前日本語学級 (Miyamae Japanese Class)宮前日本語学級 (Miyamae Japanese Class)
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2019

19, 26 4 17, 24
10, 17, 24, 31 5 8, 15, 22, 29
7, 14, 21, 28 6 5, 12, 19, 26

5, 12 7 3
8

13, 20, 27 9 4, 11, 18, 25
4, 11, 18 10 2, 9, 16, 23, 30

1, 8, 15, 22, 29 11 6, 13, 20, 27
6, 13 12 4

2020
17, 24, 31 1 8, 15, 22, 29

7, 14, 21, 28 2 5, 12, 19, 26
6, 13 3 4

シニアの社会参加支援事業シニアの社会参加支援事業

Ａ
コ
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回 月日 内　容

Ｂ
コ
ー
ス

回 月日 内　容

１ ５月14日 宮前を撮る―フォトコンテスト紹介撮影技術の基礎１ １ ６月18日 宮前を知る―フォトコンテスト紹介撮影に必要なこと
２ ５月21日 撮影技術の基礎２ ２ ６月25日 宮前区の歴史・文化を知る
３ ５月28日 撮影会―技術の確認（等覚院を予定） ３ ７月２日 撮影会―文化を撮る（等覚院を予定）
４ ６月４日 写真の選定と質疑応答 ４ ７月９日 写真の選定と質疑応答
５ ６月11日 ふりかえりとパネル作り ５ ７月23日 ふりかえりとパネル作り

「みやまえウィンズ」は知的障がいのある方と、サポートするボランティア、市民館がともに作り上げて

いく集まり。工作、レクリエーション、クリスマス会、バス旅行など様々な活動を、みんなで話し合いな

がら決めていきます。どんな活動になるかは集まったメンバー次第。さぁ、今年はどのようなメンバーで

どのような活動になるのでしょうか。ぜひ参加してみてください、そこにはきっと心地よい「風」が吹い

ていますよ。

日　時　2019年５月12日(日)～2020年３月9日(日)　全10回　10時～15時　
※原則毎月第２日曜日（４、８月はお休み）

場　所　宮前市民館ほか
対　象　18歳以上の市内在住・在勤の知的障がいのある方で、市民館や集合場所まで1人で来ることがで

き、仲間と協力して集団での活動ができる方25人

※同時に宮前区以外の障がい者社会参加学習活動に参加することはできません。

※活動は、参加者の社会参加や交流を目的としています。職員やボランティアは専門的な資格を

持っているものではなく、介助等は行えません。基本的な身の回りのことをご自分で行える方

が対象です。

費　用　保険代、通信費、活動費として前期（５月）と後期（11月）にそれぞれ5,000円を集金します。
※活動日の飲み物・昼食代等は実費となります。

申　込　事前に電話連絡の上、４月２日～４月17日の間に参加者本人と保護者で、市民館へお出でくださ
い。来館時に簡単な面接を行い、申込用紙を記入していただきます。

抽　選　応募多数の場合は４月19日10時から、宮前市民館２階グループ室で公開抽選を行います。抽選
結果は、応募者全員に郵送で連絡します。

「みやまえウィンズ」サポーター（支援ボランティア）も募集中！！

みやまえウィンズのメンバーと一緒に、楽しく交流しながら活動をしてくれる方を募集中！

現在、様々な年代の方がサポーターとして参加しています。

毎回参加できなくても、途中までの参加でも大丈夫です。見学も可能です。交通費程度のボランティ

ア謝礼をお支払いします。

●活動日　毎月第２日曜日（４月、８月は除く。）全10回　10時～15時

　　　　　第１回　５月12日（日）10時～15時（予定）

●申　込　電話または直接来館。随時受付。

みやまえウィンズみやまえウィンズ 参加者募集

あるサポーターの声

サポーターは、一から十までサポートするのではなく、

グループで楽しむ「きっかけ」を作ることを心がけています。

私も一員として一緒に工作やバス旅行を楽しんでいます。

宮前の魅力発見！写真を撮りに街へ出よう（入門者向け）宮前の魅力発見！写真を撮りに街へ出よう（入門者向け）
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日常生活に必要な日本語の会話や読み書きをグループで学びます。日本人ボランティアといっしょに話し

ながら日本語を学びませんか？

場　所　宮前市民館４階第４会議室
対　象　川崎市に住んでいる日本語を学びたい方（外国人など）

午前コース (Morning Course)

期間(Term)　2019年4月19日～2020年3月13日の毎週金曜（Fri)、

　　　　　　 年間全34回

時間(Time)　10時～12時

費用(Tuition)　無料　教材費など実費(年間500円)

保育(Childcare)　６か月以上の子ども16人（保険料等実費

　　　　　　　　  年間1,000円）

申込(Registration）　４月19日10時から受付

夜間コース (Night Course)

期間(Term)　2019年4月17日～2020年3月4日の毎週水曜（Wed)、

　　　　　　 年間全34回

時間(Time)　19時～20時30分

費用(Tuition)　無料　教材費など実費(年間300円)

保育(Childcare)　なし

申込(Registration）　４月17日19時から受付

※それぞれのコースの開始時間までに会場に来てください。※申込は一年中受け付けています。

シニアの社会参加支援事業

春です！外を歩くのに気持ちのよい季節になりました。カメラを持って街に出てみませんか。
入門者向け講座ですので、お手持ちのコンパクトカメラで十分です。レンズを通すと、いつもの景色が違
って見えるかもしれません。そして街を知ると、もっと素晴らしいものが見えてくるかもしれませんよ。
日　時　Ａコース「技術を学び街へ出よう」5月14日～6月11日火曜日、14時～16時、全5回

Ｂコース「歴史を学び文化を撮ろう」6月18日～7月23日火曜日(7月16日は休講)14時～16時、全5回
※Ａコース・Ｂコース連続して申込めます

講　師　写真家 大塚光紀氏　宮前の歴史を学ぶ会 小川清氏　他　　場　所　宮前市民館　他
対　象　おおむね50歳以上の基本的に全回出席出来る方20人（Aコース・Bコースそれぞれ先着順）
費　用　保険に関わる費用・材料費として400円を初日に集めます。撮影会場までの交通費は自己負担に

なります。
申　込　4月16日10時から宮前市民館へ直接、電話、ホームページで。

天候等によって内容が変更になる場合があります
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１ ５月14日 宮前を撮る―みやまえフォトコンテスト紹介撮影技術の基礎１ １ ６月18日 宮前を知る―みやまえフォトコンテスト紹介撮影に必要なこと
２ ５月21日 撮影技術の基礎２ ２ ６月25日 宮前区の歴史・文化を知る
３ ５月28日 撮影会―技術の確認（等覚院を予定） ３ ７月２日 撮影会―文化を撮る（等覚院を予定）
４ ６月４日 写真の選定と質疑応答 ４ ７月９日 写真の選定と質疑応答
５ ６月11日 ふりかえりとパネル作り ５ ７月23日 ふりかえりとパネル作り

「みやまえウィンズ」は知的障がいのある方と、サポートするボランティア、市民館がともに作り上げて

いく集まり。工作、レクリエーション、クリスマス会、バス旅行など様々な活動を、みんなで話し合いな

がら決めていきます。どんな活動になるかは集まったメンバー次第。さぁ、今年はどのようなメンバーで

どのような活動になるのでしょうか。ぜひ参加してみてください、そこにはきっと心地よい「風」が吹い

ていますよ。

日　時　2019年５月12日(日)～2020年３月9日(日)　全10回　10時～15時　
※原則毎月第２日曜日（４、８月はお休み）

場　所　宮前市民館ほか
対　象　18歳以上の市内在住・在勤の知的障がいのある方で、市民館や集合場所まで1人で来ることがで

き、仲間と協力して集団での活動ができる方25人

※同時に宮前区以外の障がい者社会参加学習活動に参加することはできません。

※活動は、参加者の社会参加や交流を目的としています。職員やボランティアは専門的な資格を

持っているものではなく、介助等は行えません。基本的な身の回りのことをご自分で行える方

が対象です。

費　用　保険代、通信費、活動費として前期（５月）と後期（11月）にそれぞれ5,000円を集金します。
※活動日の飲み物・昼食代等は実費となります。

申　込　事前に電話連絡の上、４月２日～４月17日の間に参加者本人と保護者で、市民館へお出でくださ
い。来館時に簡単な面接を行い、申込用紙を記入していただきます。

抽　選　応募多数の場合は４月19日10時から、宮前市民館２階グループ室で公開抽選を行います。抽選
結果は、応募者全員に郵送で連絡します。

「みやまえウィンズ」サポーター（支援ボランティア）も募集中！！

みやまえウィンズのメンバーと一緒に、楽しく交流しながら活動をしてくれる方を募集中！

現在、様々な年代の方がサポーターとして参加しています。

毎回参加できなくても、途中までの参加でも大丈夫です。見学も可能です。交通費程度のボランティ

ア謝礼をお支払いします。

●活動日　毎月第２日曜日（４月、８月は除く。）全10回　10時～15時

　　　　　第１回　５月12日（日）10時～15時（予定）

●申　込　電話または直接来館。随時受付。

みやまえウィンズみやまえウィンズ 参加者募集

あるサポーターの声

サポーターは、一から十までサポートするのではなく、

グループで楽しむ「きっかけ」を作ることを心がけています。

私も一員として一緒に工作やバス旅行を楽しんでいます。

宮前の魅力発見！写真を撮りに街へ出よう（入門者向け）宮前の魅力発見！写真を撮りに街へ出よう（入門者向け）

にち じょうせいかつ ひつよう に　ほん　ご かい わ よ か まな に   ほんじん はな

 に　ほんご まな

 ば しょ みや まえ し みん かん かい だい かい ぎ しつ

 たい しょう かわ さき し す に ほん ご まな かた がい こく じん

 き かん ねん がつ にち ねん がつ にち まい しゅう きん よう

 ねん かん ぜん かい

 じ かん じ じ

 ひ よう む りょう きょう ざい ひ じっ ぴ ねん かん えん

 ほ いく  げつ い じょう こ にん ほ けん りょうとう じっ ぴ

 ねん かん えん

もうしこみ がつ にち じ うけ つけ

みや まえ に ほん ご がっ きゅう

ご ぜん  こ   ー   す

や かん  こ   ー   す

 き かん ねん がつ にち ねん がつ にち まい しゅう すい よう

 ねん かん ぜん かい

 じ かん じ じ ぷん

 ひ よう む りょう きょう ざい ひ じっ ぴ ねん かん えん

 ほ いく

もうしこみ がつ にち じ うけ つけ



 

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

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。
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次回の発行は５月１日です
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夏休み子どもあそびランドは、地域の皆さんが「あそび」を通じて交流する、宮前市民館の一大イベン

ト！今年は8月18日(日)に開催します。企画運営委員を募集します。企画運営会議に出席し、一緒にこの

イベントを企画運営してみませんか？　　　　　　　　　　　　　　　申 込　随時、直接か電話で。

Q. 夏休み子どもあそびランドはどのようなイベントですか？
A. 宮前市民館の各会議室では、昔あそび、マジック、将棋、バルーンアート等

様々なあそびのコーナーを設けます。また、ホールイベントもあります。

あそびの各コーナーは「達人」と呼ばれるボランティアが主に運営し、当日ボランティアと協

力しながら、来場者に楽しんでもらう様々なコーナーを開設します。

※今回は企画運営委員の募集です。「達人」や当日ボランティアの募集は別途行います。

Q. 夏休み子どもあそびランドの中で、企画運営委員はどのような役割ですか？
A. 当日を含め４回程度開催の企画委員会に出席して（会議日程は委員の都合を考慮して決め、

欠席も可）、いっしょに今年のイベントの内容や、各コーナーの部屋割り等を話し合います。

また、開催チラシの印刷・仕分け作業等を行います。前日には各会議室の机や椅子を移動した

り、のぼり旗を立てたり等の準備作業があります。

毎年1,000人以上の来場者がある「みやまえ子育てフェスタ」。乳幼児のいる保護者への情報発信と交流

の場です。昨年は、オープニングコンサート、子育てグループ展示紹介、子育てグループによる遊び紹

介、外遊び体験、一日保育園体験、無料歯科相談、移動動物園、食事相談、エンディングコンサート他いろい

ろな企画で開催しました。

今年は10月26日(土)に開催します。このイベントの企画や当日の運営を一緒にしてくださるスタッフを大募

集します！企画会議は月1～2回程度です。

毎年、子育て中の方が企画の段階から参加して、楽しみながらわいわい活動しています。

お友達づくりや子育てに関する情報を得るとてもいい機会にもなりますよ。あなたも一緒にイベントを盛り

上げてみませんか？

たくさんの方の御応募をお待ちしています！

　　第１回企画委員会日程　５月10日(金)　10時～　宮前市民館にて。
　　　　　　　　　　　　　もちろん子連れでも大丈夫です!

じゃんじゃん (Ｊ)
集 ま っ て (Ａ)
学び合おう (Ｍ)
をテーマに､市民
館利用サークルが
一年間の活動の成
果を発表します。
大ホールでは、洗足学園音楽大学によるオペラ
「カルメン」の特別公演（13日(土)開演16時、入
場無料）や、合唱・演奏など、会議室ではダンス
発表や写真等の展示があります。
ぜひ、お気軽にお越しください。
日　時　4月13日 土曜日、4月14日 日曜日

10時～16時
場　所　宮前市民館他　　申　込　会場へ直接

ボランティアや図書館職員が､絵本の読み聞かせや
手遊び､紙芝居､昔話などのおはなしをします。
申し込みの必要はありません。
どうぞお気軽におこしください。
対　象　３歳くらいから
日　時　毎月第２･３･４水曜日 14時30分～15時
会　場　第２･３水曜日→宮前市民館 児童室または和室

第４水曜日→宮前図書館 児童コーナー
※開催時間と回数が､４月から一部変更されましたのでご注意ください｡

毎月のおはなし会のお知らせ は、

館内ポスター、チラシ、図書館ホームページ
（http://www.library.city.kawasaki.jp/）で
ご確認いただけます。
お問合せ先：川崎市立宮前図書館
　　　　　　TEL　044-888-3918

家庭・地域教育学級

子どもの自ら育つ力を信じ見守る子育ての大切さ
を学び、地域でつながっていく事の意味を考え
る、宮前親子学級の企画委員を募集します。月2回
程度の企画委員会を行い、9月から毎週木曜日、全
15回の講座を開催します。
興味のある方には、学級の趣旨や内容についてご
説明します。お気軽にご連絡ください。

☆宮前市民館ギャラリー☆

＜両館共通＞休館日

４月15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

講座などのお申込み・お問合せ

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

夏休み子どもあそびランド2019夏休み子どもあそびランド2019

｢宮前親子学級」企画委員募集｢宮前親子学級」企画委員募集

みやまえJAM2019みやまえJAM2019みやまえJAM2019みやまえJAM2019

「ひとりできけるおはなし会」「ひとりできけるおはなし会」へようこそ！

みやまえ子育てフェスタ2019みやまえ子育てフェスタ2019
企画委員募集！
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