
子育て中は、目の前のことに追われて日々を過ごしがち。一度落ち着いて、将来のことも見据えた子育て期

の有意義な過ごし方について、じっくり考えてみませんか。子育て期を実りの多いものにするために、今何

をすべきかを考えます。

宮前区に転入して来られた子育て中の方や、これま

で地域と馴染みがなかったけれど、近所のママとお

話ししてみたい方のための交流会を、地域ごとに開

催します。地域子育て支援センターや保育園、子育

てグループなど、暮らしに役立つ情報を地域の先輩

ママや民生委員から直接聞くことができます。また、

毎年ここで出会った方と友達になる参加者がたくさ

んいます。新しい仲間を作り、地域での子育てを楽

しむチャンスです！ぜひ、親子でご参加ください。

日時
宮前市民館…６月14日（金）10時～11時半 

アリーノ（有馬・野川生涯学習支援施設）…

　　　　　　６月21日（金）10時～11時半

地域子育て支援センターすがお…

　　　　　　６月28日（金）10時～11時半 

※お住まいの地域により会場が異なります。

　詳しくはお問い合わせください。

対象
０歳～概ね３歳以下のお子さんと保護者の方で、

・今年宮前区に転入された方

・以前から宮前区に住んでいるが、もっと地域

のことを知りたい、地域の方と話をしたい方

・もっと地域で子育ての仲間を作りたい方

※過去に参加された方のお申込みはご遠慮ください。

定員
市民館会場は60組、その他は各30組

主催
こしれん（宮前区子育て支援関係者連絡会）

申込
４月18日（木）10時～　

電話で宮前区役所地域ケア推進課へ

TEL 044ー856ー3300（先着順）

日時　平成31年６月４日～７月２日の毎週火曜、全5回。10時～12時

場所　宮前市民館

対象・定員　子育て中の方30人

保育　保育あり（１歳～就学前）。先着７人。要予約。保険料として900円が必要。

費用　無料

申し込み　５月15日（水）10時から直接、電話、ホームページで。（先着順）

家庭・地域教育学級

回 月日 内　容 講　師

１回目 ６月４日 オリエンテーション／子育て期をライフスパンで考える
早稲田大学 名誉教授
増山　均

２回目 ６月11日 自分のことを考えてみよう
日本女子大学 客員准教授
山澤　和子

３回目 ６月18日 親は子育てを通じて成長する
和洋女子大学 准教授
丸谷　充子

４回目 ６月25日 子育て期、ワタシの過ごし方
宮前親子学級 企画委員
遠藤　千晶

５回目 ７月２日 子育て期をどう過ごす？ワタシの子育て期充実計画 宮前市民館 職員

次回の発行は７月１日です

うぇるかむクラス
参加者募集

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…５月20日（月）・６月17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

５月10日～

　　５月15日
第７回みのり会合同作品展

社会福祉法人

みのり会

５月17日～

　　５月22日

(20日休館日)

押し花ユリノキ会作品展
押し花

ユリノキ会

５月24日～

　　５月28日
青彩会作品展 青彩会

５月31日～

　　６月５日
作品展 遊墨会

６月７日～

　　６月12日
第27回宮前写真研究会 宮前写真研究会

６月15日～

　　６月19日

(17日休館日)

造形教室アトリエチビ

作品展
アトリエチビ

６月21日～

　　６月26日

2019年度展示部会

研究発表会
宮前区文化協会

・毎日子育てに追われていて、あんまり充実感がない。

・このまま日々を過ごしていて大丈夫？将来のことも少し考えておきたい。

・そもそも子育て期が自分にとってどんな意味があるのか、考えてみたい。

こんな人におススメ

［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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男女平等推進学習企画委員募集
令和２年１月から開催する男女平等推進学習の講座企画委員を募集します。社会の中での性差

をあらためて考え、思いを講座で伝えてみませんか。

■ 申込…５月31日（金）までに電話か直接宮前市民館へ

市民館全館と市民広場を使って開催される「夏休み子どもあそびランド」

では、あそびの達人から昔あそびを教わるコーナーや、子どもによるホー

ルでの演技・演奏発表などがあります。イベントを盛り上げてくれる、あ

そびの達人・ホール出演者を募集します。

募　集

①あそびの達人

折り紙の作り方や簡単な手芸、珍しい遊びなどを子ども

たちに伝授してくれる、特技や技術をお持ちの方。

②ホール出演者

宮前区内を主な活動拠点とする、｢子どもが主体｣で、ダ

ンス・太鼓・バンド演奏などを発表してくれる団体。

日にち

平成31年８月18日（日）

申　込

６月14日（金）までに市民館などで配布する申込用紙を

直接。応募多数の場合、選考。

宮前市民館市民自主学級・市民自主企画事業が右ページのとおり決定しました。その中の１つ

ボードゲームを手作りする講座を企画しませんか。みんなで楽しむだけでなく、自分達で作っ

てみると別の発見があるかもしれません。興味のある方はお問い合わせください。

市民自主企画事業企画委員募集

■ 申込…５月31日（金）までに電話か直接宮前市民館へ

市民自主企画事業・市民自主学級って何？

講座やイベント等の形式で、地域や社会の課題等の解決に向けた市民の学習の場づくりを、市民と行政とが

協働して行い、市民の皆さんが自主的に企画・運営するものです。

学級は、１回２時間程度で複数回、同じ参加者が継続的に学習します。短期学級では学習回数が５～９回、

長期学級は10～15回になります。

企画事業は、参加者を毎回特定せずに、より多くの人と学びを共有します。発表会、展示会、シンポジウム

等、形式は自由です。

31年度は次の５団体（学級１、企画事業４）が実施することになりました。

事業名（講座やイベントのタイトル）、内容、時期は予定ですので、変更となる場合があります。詳細が決

まりましたら、受講者の募集や開催のお知らせを、市政だより、市民館だより、ホームページ、チラシ等で

広報します。気になったものは今後チェックしてみてくださいね！ 

表中の★印の事業は、個人提案のものです。個人提案の事業は、提案者と一緒に企画運営をする企画委員を

募集していますので、ご興味のある方はお問い合わせください。

事業名 提案者（団体）
実施予定
時期

内　　容

①目的・内容、②回数・学習方法、③対象

認知症の人とそ

の介護家族を地

域で支える

秋冬／曜日及び

時間帯未定

高齢者見守りサポーター　

あい

①認知症に関する知識を学び、住み慣れた地域で孤立することな

く最期まで暮らし続けるためのきっかけづくりにつなげる

②講義、グループワーク、全２回

③関心のある方

宮前うたごえ

楽座
秋冬／金／午前宮前うたごえ楽座の会

①歌の時代背景やエピソードを学び、合唱を行う。日頃出かける

機会の少ない方が地域で交流できる場とする

②発声練習、歌唱、体操、交流、全６回

③関心のある方

映画カフェ＆

ワークショップ

秋／曜日及び時

間帯未定
みやまえJUN・CAN会議

①食品ロスについて学び、自分たちでできる対策を考える

②映画の鑑賞と話し合い。家庭で食べきれない食材を持ち寄り調

理するワークショップ。全３回

③関心のある方

★ボードゲーム

を手作りして

みよう！

開催時期未定

「ボードゲームを手作りし

てみよう！」企画委員会

（仮）

①ボードゲームにより交流を深めるとともに、ゲームを企画・作

成する過程を通して、話し合いで物事を決めていく合意形成能

力を高める

②実技、企画、制作、全３回

③関心のある大人

事業名 提案団体
実施予定
時期

内　　容

①目的・内容、②回数・学習方法、③対象

宮前を知って歩

いて楽しもう
秋冬／日／午前

宮前を知って歩いて

楽しもう会

①地域の歴史や文化を参加者が交流しながら学ぶ。現地見学で

は、地形と人々の生活を関連付けて考える

②現地見学、講義、各回の最後に話し合い、全６回

③関心のある方

■ 市民自主企画事業

■ 市民自主学級

あそびの達人・ホール出演者募集

宮前市民館市民自主学級・
　　　　市民自主企画事業が決定しました！

平成31年度

ボードゲームを手作りしてみよう！

（2） （3）
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宮前親子学級 企画委員
遠藤　千晶

５回目 ７月２日 子育て期をどう過ごす？ワタシの子育て期充実計画 宮前市民館 職員

次回の発行は７月１日です

うぇるかむクラス
参加者募集

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…５月20日（月）・６月17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

５月10日～

　　５月15日
第７回みのり会合同作品展

社会福祉法人

みのり会

５月17日～

　　５月22日

(20日休館日)

押し花ユリノキ会作品展
押し花

ユリノキ会

５月24日～

　　５月28日
青彩会作品展 青彩会

５月31日～

　　６月５日
作品展 遊墨会

６月７日～

　　６月12日
第27回宮前写真研究会 宮前写真研究会

６月15日～

　　６月19日

(17日休館日)

造形教室アトリエチビ

作品展
アトリエチビ

６月21日～

　　６月26日

2019年度展示部会

研究発表会
宮前区文化協会

・毎日子育てに追われていて、あんまり充実感がない。

・このまま日々を過ごしていて大丈夫？将来のことも少し考えておきたい。

・そもそも子育て期が自分にとってどんな意味があるのか、考えてみたい。

こんな人におススメ

［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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