
夏休み子どもあそびランド
サポーターさん募集

あそびランドをもっと楽しむ！
サポーター養成講座

夏休みの一日、市民館全館を使って行われます。地域の人たちと一緒に遊んで、夏の思い出をつくりましょう！

あそびランド当日に子どもたちと楽しく遊んで、盛
り上げてくださるサポーターさんを募集しています。
あそびランドを一緒に作り上げましょう。希望の方
には、ボランティア活動証明書をお出しします。

対　象：当日子どもと遊んだり、達人の助手をし　
　　　　ていただける方、50人
日　時：８月18日（日）９時～16時
その他：当日は軽食の用意があります。
申込み：８月３日（土）までに直接、電話、ホーム
　　　　ページで。（先着順）

あそびランドのサポーターをもっと楽しみたい方向

けの講座。当日の動きを知り、学んだことを実践し

て「あそびランド」を楽しみながら盛り上げましょ

う。受講者には、あそびランド当日のボランティア

活動証明書に加え、講座の修了証を発行します。

対　象：講座終了後、８月18日（日）に開催する
「夏休み子どもあそびランド」で、サ
ポーターとして参加できる中学・高校・
大学生　20人

日　時：８月１日（木）、８日（木）、の14時～16時
会　場：宮前市民館
申込み：7月17日10時から電話または直接

みやまえ子育てフェスタは乳幼児のいるお父さんお母さんへの情報発信と交流の場。今年は10月26日の本番に先立ち、
３日間にわたってプレイベントを行います。写真展示や工作など、気軽に楽しめる小さな子フェスタ。お子さんと一
緒に、お気軽にご来場ください。

日　時：６月29日（土）～７月１日（月）10時～15時（最終日は12時終了）
場　所：宮前市民館２階ギャラリー

日時・会場：①９月７日（土）宮前市民館
　　　　　　②10月５日（土）土橋小学校
　　　　　　　13時30分～16時30分（予定）

対　象：原則として両日とも参加可能な区内在住・在勤・在学
　　　　の20人程度（地域バランスなどを考慮して抽選）
申込み、問合わせ：
　　　　市HP等または教育委員会生涯学習推進課（200-1981）まで。

宮前区内でなにかやってみたい方、仲間が欲しい方、新
しい事を始めたいけどどうやったら良いか分からない
方、どうぞ、市民館へいらっしゃってください。
右記の日程で、市民コンシェルジュが、皆さんと一緒に
考えご案内します。市民活動チラシ、各種パンフレット
等もご覧いただけます。既に地域で活動している方で、
もっと活動を知ってもらいたい方や新しい仲間が欲しい
グループもチラシや作品をお持ちください。

なお、当日はコミュニティカフェを開設しています。カ
フェ内でお茶をしながらお話も出来ますので、お気軽に
お立ち寄りください。

日　時：６月27日（木）、28日（金）　11時～14時
場　所：宮前市民館　２階ロビー
主　催：川崎市社会教育委員会議宮前市民館専門部会
協　力：Cafe みやまえ

折り紙・ベーゴマ・お手玉・めんこ・囲碁・将棋・竹とんぼ・ぶんぶんご
ま・おやつクッキング・ヨーヨーつり・紙芝居・刺子でコースター作り・

シュロバッタ作り・ミニボウリング・床上カーリング・魚つりゲーム・缶バッジ・など
　　※プログラムは変更になる場合があります

問合せ：宮前区文化協会事務局　電話 888－3911

　　　　（金曜日10時～15時）

対　象：小、中学生とその保護者。大人だけでもお

子様だけでも参加可。

申込み：７月16日（必着）までに往復はがきまた

はEメール：miyamaeku.c.a@gmail.comにて、

希望講座名、郵便番号、住所、参加する子

どもの氏名（ふりがな）、年齢、保護者の

氏名、電話番号（材料準備のため、子ども

と保護者で別々に制作か、子どものみ制作

か、材料の必要個数も）を明記の上、郵送。

宛　先：〒216-0006　宮前区宮前平2－20－4

宮前市民館内　宮前区文化協会事務局

参加者多数の場合、抽選。

作品見本を6月中旬～　宮前区役所の２階ホール展

示部会ショーケース内に展示します。

人形劇があるちょっと大きなおはなし会です。大

人の方もご一緒にどうぞ。

日　時：７月24日（水）①14時～14時40分　

　　　　②15時～15時40分（①②とも内容は同じです。）

場　所：宮前市民館　３階視聴覚室

対　象：幼児～小学生（低学年）

受　付：７月10日（水）９時半より宮前図書館

貸出カウンターで整理券を配布。

各回25組、先着順。

問合せ：宮前図書館　電話：888-3918

みんなで楽しく歌ったり、短冊を書いて「七夕

まつり」をしましょう。

日　時：７月５日（金）午前11時～

場　所：宮前市民館　２階ロビー

費　用：無料

次回の発行は９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…７月16日（火）・８月19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

夏休み子どもあそびランド 2019

日時：８月18日（日）10時～15時　　会場：宮前市民館　　費用：無料（材料費がかかる場合があります）

みやまえ子育てフェスタ2019「プレ子フェスタ」を開催します！みやまえ子育てフェスタ2019「プレ子フェスタ」を開催します！

あなたの地域活動を市民コンシェルジュがお手伝いします！あなたの地域活動を市民コンシェルジュがお手伝いします！ようこそ

　　地域
へ

宮前区文化協会よりお知らせ

「夏休み親子講座」参加者募集

七夕まつり

７／23（火)  

13時半～

　　14時半

４階　第４会議室

900円臨床美術「なすの量感画」

菊池美砂子（定員５名）

なし

８／２（金） 

13時半～

　　15時半

４階　和室

無料着付け「浴衣講習会　文庫結

び、貝の口結び」

※大人のみの参加可

小林芳子（定員20名）

浴衣（着物可）、半巾

帯、こしひも、その他

一式

８／６（火）

13時半～

　　14時半

４階　第４会議室

900円臨床美術

「シーグラス　ペイント」

菊池美砂子（定員５名）

なし

８／６（火）

13時～17時

４階　第４会議室

800円伝統工芸　水引

「とんぼのブローチ」

島崎蓉子（定員10名）

なし

８／６（火）

14時～16時

４階　第４会議室

1,000円華道「小さないけばな」　　

渡辺珠菜（定員15名）

花ばさみ、持ち帰り袋

①７／26（金）

　４階　和室

②７／30（火）

　１階　体育室

全2回

いずれも

13時半～15時

1,000円着付け「浴衣講習会」

Tシャツの上からでも着られ

ます。

鈴木和子（定員20名）

ゆかた、半巾帯、名古

屋帯、ひも（4本）、帯

板、伊達締め、まくら、

帯締め、帯あげ

日にち・場所 講座名・講座名 持ち物材料費等

会場はいずれも宮前市民館。

夏のおはなし会

宮前市民館ギャラリー

展示期間 催し物 団体名

６月29日～
　　７月１日

プレ子フェスタ
子育てフェス
タ企画委員会

７月５日～
　　７月10日

秀荘会書道展 秀荘会

７月12日～
　　７月15日

趣味の作品展
宮前区老人ク
ラブ連合会

７月19日～
　　７月24日

教科書用図書展示会
総合教育セン
ター

７月26日～
　　７月31日

宮前みずえ会作品展 宮前みずえ会

８月２日～
　　８月６日

第12回苗の会書展 苗の会

８月９日～
　　８月14日

作品展
押花と幸染を
楽しむ会

８月18日 夏休み子どもあそびランド2019
宮前区役所生
涯学習支援課

８月23日～
　　８月24日

第21回響け！
みやまえ太鼓ミーティング

宮前区役所地
域振興課

,

［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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みんなでつくる、あたらしい宮前市民館・図書館アイデアワークショップを開催します



内　容（検討中のため、変更となる場合があります。詳細はチラシ、ホームページなどでお知らせします）

宮前区は市内でも比較的自然に富み、歴史的な遺産も存在しますが、人口流入も多くそれらが失われつつあ
ります。仲間とともに町の文化を知るとともに、健康増進のために歩きながら現地見学をして、参加者同士
で交流しながら楽しく学んでみませんか。

日　時：９月１日、29日、10月６日、11月17日、24日、12月１日の日曜、10時～12時、全６回
場　所：宮前市民館ほか
対　象：市内在住・在勤・在学で、関心のある方30人
費　用：無料。但し保険料・資料代として200円が必要。
申込み：８月15日10時から宮前市民館へ直接、電話、ホームページで。（先着順）

「誰もが口ずさんだ歌」を地球・宇宙・植物・水辺・人生などの切り口から５回に分けて参加者全員で歌い
ます。講師から歌を題材に背景にあるエピソード・秘話などを聞き、それを学んで参加者同士の交流を図り
ます。最終回（第６回目）は参加者全員の事前投票で曲を決定するリクエスト大会です。
歌唱は認知症予防、肺炎予防に効果があるといわれ、また、外出の機会を増やし様々な学習に興味を持って
いただけるきっかけになります。歌を色々な切り口から見ることにより新発見と脳の活性化を図りましょう。
気楽にご参加ください。

日　時：８月23日～令和２年１月17日、金曜、10時～12時、全６回
場　所：宮前市民館
対　象：関心のある方120人
費　用：無料。
申込み：７月19日10時から直接、電話、ホームページで。（先着順）

32,000年前のキャンプ場・鷲ヶ峰遺跡と縄文時代の村・潮見台遺跡　　　　　　　 【現地見学】

多摩川と平瀬川にはさまれた、長尾の歴史。東高根・長尾鯉坂・下原・権現台遺跡 【現地見学】

昔の川崎市役所と昔の青葉区役所をつなぐ道はどこに。開発で消えた都筑郡衙　 【現地見学】

矢上川と有馬川の恵みが古代中世の野川の繁栄をもたらした。野川の遺跡　　【現地見学】

大山街道の史跡。江戸から昭和　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【現地見学】

江戸末期から明治維新動乱期の混乱。農民の困窮と宮前の自由民権運動　　　【現地見学】

大正から昭和の生活　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　  【座学】

日にち 内　　　　　容 講師等回

１

２

３

４

５

６

８月23日（金）
①「川」「湖」「沼」「海」など水辺を歌った歌
②美声とコラボ！

①「星」「月」「太陽」「空」など宇宙を歌った歌
②よみがえる青春ソング！　ギターに載せて！

①「愛」「生・死」「出会い・別れ」など人生を歌った歌
②令和になっても再びの東京ムード歌謡！

①「山」「里」「野原」など地球を歌った歌
②懐かしい歌声喫茶の雰囲気で！～ロシア民謡など～

①「花」「木」「実」など植物を歌った歌
②サックス＆ピアノ！

参加者全員で選ぶリクエスト曲を歌う
事前投票で曲決定！

二期会　ソプラノ
鈴木　美也子

遅れて来たフォークシンガー（ギター）
中山　政彦

アコーディオン漫謡
岩田　百郎

北大合唱団OBクラーククラブ
Bass　若原　弘道

デイサービス施設長
アルトサックス　佐々木　彩香

企画委員

９月13日（金）

10月４日（金）

11月15日（金）

12月13日（金）

１月17日（金）

宮前を 知って 歩いて 楽しもう市民自主学級

日にち 内　　　　　容 講師･助言者など回

小学生のみなさん！もうすぐ夏休みです。なかなか行かれない所へ行く、いつもはしないことをしてみる、

など普段できないことにぜひチャレンジしてみましょう。

近くの市民館で自由研究のきっかけを作る、なんてどうですか？

今回は「戦争」と「平和」を取り上げます。戦争はなぜ起こってしまったのでしょう。身近な例から争いと

いうものを考えてみます。そして平和ってなんでしょう。わかっているようで、なかなか説明できなくない

ですか？

子どもだけでも、保護者の方と一緒でも、参加出来ます。この機会に、ぜひ市民館へ！

日　時：８月１日～８月７日 (３、４日は休み)、14時から16時、全５回

場　所：宮前市民館ほか

対　象：小学生またはその親20人 （先着順）

費　用：無料。但し、保険に関わる費用として200円を初日に集めます。見学先までの交通費は自己負担に

　　　　なります。

申込み：７月17日10時から直接、電話、ホームページで。（先着順）

１

２

３

４

５

８月１日 オリエンテーション　生活の中の争いを考える

スイミー有限責任事業組合

宮前の歴史を語る会　小川　清

平和館専門調査員　暉峻　僚三

職員

職員

アナウンサーによる戦争童話の朗読とスライドトーク

私たちの町でも戦争があった（町歩き）

「戦争」と「平和でないこと」を考える（平和館）

学習のまとめ　平和であるということ

８月２日

８月５日

８月６日

８月７日

平和人権学習

ちょっと子どもと離れて自分と子どもについてみんなで考えてみませんか。

日　時：令和元年９月5日～12月12日の毎週木曜、10時～12時、全15回、第４回は９時45分開始となります。

場　所：宮前市民館

対　象：全回出席できる区内在住の平成28年４月２日～平成30年４月１日生まれの第1子を持つ親と子17

組（別室保育・希望者多数の場合は抽選）と対象年齢以上のお子さんをお持ちの方５名（保育なし）

費　用：保育保険料：子ども１名に付き800円／資料代・雑費：大人１名に付き200円

申込み：保護者の氏名（ふりがな）・住所、電話番号、子どもの名前（ふりがな）・生年月日・性別

宛名に「宮前市民館　親子学級係」を明記し、7月31日までに市HPから、またはハガキ（必着）

FAXにて宮前市民館までお申込ください。FAXの場合は到着受信確認のお電話をください。

家庭・地域教育学級

市民自主企画事業 宮前うたごえ楽座 
　　～令和元年！ 昭和を元気に歌おう！！～

日にち テーマ 内　　　　　容 講師･助言者など回

１

２

３

４

５

９月５日 ようこそ！親子学級へオリエンテーション

前半の振り返り

広げよう！

子どものミ・カ・タ
（子どもの育つ力を知る）

広げよう！

私のミ・カ・タ

子育てアドバイザー　大田 京子

企画委員

帝京大学　杉本真理子

企画委員・子育て支援ボランティア「あおぞら」

シャローム共育相談室　萩原 光

子育て支援ボランティア「あおぞら」

見守る保育について

映画「アリサ」鑑賞

「アリサ」から見た子どもの発達

子どもの見方を知って味方になろう

９月12日

９月19日

９月26日

10月３日

６ 子ども達の様子を知る（保育室ビデオ）/先輩たちとティータイム10月10日

企画委員７ これまでを振り返って10月17日

企画委員８ 調理実習10月24日

國學院大學兼任講師　石井 栄子９ 私の見方を考える10月31日

地域の先輩ママ10 地域の先輩ママに聞いてみよう11月７日

企画委員11 好きなこと、なあに？（グループワーク）11月14日

日本スクールソーシャルワーク協会会長　入海 英里子12 地域で味方を作ろう11月21日

元幸市民館社会教育指導員　山田 悦子13 つながっていく大切さ11月28日

子育て支援ボランティア「あおぞら」14 子ども達の様子を知る（保育室ビデオ）12月５日
学習のまとめ

企画委員15 文集作り12月12日

「夏休み小学生の平和研究」受講者募集

宮前親子学級 ― 広げよう！私と子どものミ・カ・タ ―

（2） （3）



内　容（検討中のため、変更となる場合があります。詳細はチラシ、ホームページなどでお知らせします）

宮前区は市内でも比較的自然に富み、歴史的な遺産も存在しますが、人口流入も多くそれらが失われつつあ
ります。仲間とともに町の文化を知るとともに、健康増進のために歩きながら現地見学をして、参加者同士
で交流しながら楽しく学んでみませんか。

日　時：９月１日、29日、10月６日、11月17日、24日、12月１日の日曜、10時～12時、全６回
場　所：宮前市民館ほか
対　象：市内在住・在勤・在学で、関心のある方30人
費　用：無料。但し保険料・資料代として200円が必要。
申込み：８月15日10時から宮前市民館へ直接、電話、ホームページで。（先着順）

「誰もが口ずさんだ歌」を地球・宇宙・植物・水辺・人生などの切り口から５回に分けて参加者全員で歌い
ます。講師から歌を題材に背景にあるエピソード・秘話などを聞き、それを学んで参加者同士の交流を図り
ます。最終回（第６回目）は参加者全員の事前投票で曲を決定するリクエスト大会です。
歌唱は認知症予防、肺炎予防に効果があるといわれ、また、外出の機会を増やし様々な学習に興味を持って
いただけるきっかけになります。歌を色々な切り口から見ることにより新発見と脳の活性化を図りましょう。
気楽にご参加ください。

日　時：８月23日～令和２年１月17日、金曜、10時～12時、全６回
場　所：宮前市民館
対　象：関心のある方120人
費　用：無料。
申込み：７月19日10時から直接、電話、ホームページで。（先着順）

32,000年前のキャンプ場・鷲ヶ峰遺跡と縄文時代の村・潮見台遺跡　　　　　　　 【現地見学】

多摩川と平瀬川にはさまれた、長尾の歴史。東高根・長尾鯉坂・下原・権現台遺跡 【現地見学】

昔の川崎市役所と昔の青葉区役所をつなぐ道はどこに。開発で消えた都筑郡衙　 【現地見学】

矢上川と有馬川の恵みが古代中世の野川の繁栄をもたらした。野川の遺跡　　【現地見学】

大山街道の史跡。江戸から昭和　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【現地見学】

江戸末期から明治維新動乱期の混乱。農民の困窮と宮前の自由民権運動　　　【現地見学】

大正から昭和の生活　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　  【座学】

日にち 内　　　　　容 講師等回

１

２

３

４

５

６

８月23日（金）
①「川」「湖」「沼」「海」など水辺を歌った歌
②美声とコラボ！

①「星」「月」「太陽」「空」など宇宙を歌った歌
②よみがえる青春ソング！　ギターに載せて！

①「愛」「生・死」「出会い・別れ」など人生を歌った歌
②令和になっても再びの東京ムード歌謡！

①「山」「里」「野原」など地球を歌った歌
②懐かしい歌声喫茶の雰囲気で！～ロシア民謡など～

①「花」「木」「実」など植物を歌った歌
②サックス＆ピアノ！

参加者全員で選ぶリクエスト曲を歌う
事前投票で曲決定！

二期会　ソプラノ
鈴木　美也子

遅れて来たフォークシンガー（ギター）
中山　政彦

アコーディオン漫謡
岩田　百郎

北大合唱団OBクラーククラブ
Bass　若原　弘道

デイサービス施設長
アルトサックス　佐々木　彩香

企画委員

９月13日（金）

10月４日（金）

11月15日（金）

12月13日（金）

１月17日（金）

宮前を 知って 歩いて 楽しもう市民自主学級

日にち 内　　　　　容 講師･助言者など回

小学生のみなさん！もうすぐ夏休みです。なかなか行かれない所へ行く、いつもはしないことをしてみる、

など普段できないことにぜひチャレンジしてみましょう。

近くの市民館で自由研究のきっかけを作る、なんてどうですか？

今回は「戦争」と「平和」を取り上げます。戦争はなぜ起こってしまったのでしょう。身近な例から争いと

いうものを考えてみます。そして平和ってなんでしょう。わかっているようで、なかなか説明できなくない

ですか？

子どもだけでも、保護者の方と一緒でも、参加出来ます。この機会に、ぜひ市民館へ！

日　時：８月１日～８月７日 (３、４日は休み)、14時から16時、全５回

場　所：宮前市民館ほか

対　象：小学生またはその親20人 （先着順）

費　用：無料。但し、保険に関わる費用として200円を初日に集めます。見学先までの交通費は自己負担に

　　　　なります。

申込み：７月17日10時から直接、電話、ホームページで。（先着順）

１

２

３

４

５

８月１日 オリエンテーション　生活の中の争いを考える

スイミー有限責任事業組合

宮前の歴史を語る会　小川　清

平和館専門調査員　暉峻　僚三

職員

職員

アナウンサーによる戦争童話の朗読とスライドトーク

私たちの町でも戦争があった（町歩き）

「戦争」と「平和でないこと」を考える（平和館）

学習のまとめ　平和であるということ

８月２日

８月５日

８月６日

８月７日

平和人権学習

ちょっと子どもと離れて自分と子どもについてみんなで考えてみませんか。

日　時：令和元年９月5日～12月12日の毎週木曜、10時～12時、全15回、第４回は９時45分開始となります。

場　所：宮前市民館

対　象：全回出席できる区内在住の平成28年４月２日～平成30年４月１日生まれの第1子を持つ親と子17

組（別室保育・希望者多数の場合は抽選）と対象年齢以上のお子さんをお持ちの方５名（保育なし）

費　用：保育保険料：子ども１名に付き800円／資料代・雑費：大人１名に付き200円

申込み：保護者の氏名（ふりがな）・住所、電話番号、子どもの名前（ふりがな）・生年月日・性別

宛名に「宮前市民館　親子学級係」を明記し、7月31日までに市HPから、またはハガキ（必着）

FAXにて宮前市民館までお申込ください。FAXの場合は到着受信確認のお電話をください。

家庭・地域教育学級

市民自主企画事業 宮前うたごえ楽座 
　　～令和元年！ 昭和を元気に歌おう！！～

日にち テーマ 内　　　　　容 講師･助言者など回

１

２

３

４

５

９月５日 ようこそ！親子学級へオリエンテーション

前半の振り返り

広げよう！

子どものミ・カ・タ
（子どもの育つ力を知る）

広げよう！

私のミ・カ・タ

子育てアドバイザー　大田 京子

企画委員

帝京大学　杉本真理子

企画委員・子育て支援ボランティア「あおぞら」

シャローム共育相談室　萩原 光

子育て支援ボランティア「あおぞら」

見守る保育について

映画「アリサ」鑑賞

「アリサ」から見た子どもの発達

子どもの見方を知って味方になろう

９月12日

９月19日

９月26日

10月３日

６ 子ども達の様子を知る（保育室ビデオ）/先輩たちとティータイム10月10日

企画委員７ これまでを振り返って10月17日

企画委員８ 調理実習10月24日

國學院大學兼任講師　石井 栄子９ 私の見方を考える10月31日

地域の先輩ママ10 地域の先輩ママに聞いてみよう11月７日

企画委員11 好きなこと、なあに？（グループワーク）11月14日

日本スクールソーシャルワーク協会会長　入海 英里子12 地域で味方を作ろう11月21日

元幸市民館社会教育指導員　山田 悦子13 つながっていく大切さ11月28日

子育て支援ボランティア「あおぞら」14 子ども達の様子を知る（保育室ビデオ）12月５日
学習のまとめ

企画委員15 文集作り12月12日

「夏休み小学生の平和研究」受講者募集

宮前親子学級 ― 広げよう！私と子どものミ・カ・タ ―

（2） （3）



夏休み子どもあそびランド
サポーターさん募集

あそびランドをもっと楽しむ！
サポーター養成講座

夏休みの一日、市民館全館を使って行われます。地域の人たちと一緒に遊んで、夏の思い出をつくりましょう！

あそびランド当日に子どもたちと楽しく遊んで、盛
り上げてくださるサポーターさんを募集しています。
あそびランドを一緒に作り上げましょう。希望の方
には、ボランティア活動証明書をお出しします。

対　象：当日子どもと遊んだり、達人の助手をし　
　　　　ていただける方、50人
日　時：８月18日（日）９時～16時
その他：当日は軽食の用意があります。
申込み：８月３日（土）までに直接、電話、ホーム
　　　　ページで。（先着順）

あそびランドのサポーターをもっと楽しみたい方向

けの講座。当日の動きを知り、学んだことを実践し

て「あそびランド」を楽しみながら盛り上げましょ

う。受講者には、あそびランド当日のボランティア

活動証明書に加え、講座の修了証を発行します。

対　象：講座終了後、８月18日（日）に開催する
「夏休み子どもあそびランド」で、サ
ポーターとして参加できる中学・高校・
大学生　20人

日　時：８月１日（木）、８日（木）、の14時～16時
会　場：宮前市民館
申込み：7月17日10時から電話または直接

みやまえ子育てフェスタは乳幼児のいるお父さんお母さんへの情報発信と交流の場。今年は10月26日の本番に先立ち、
３日間にわたってプレイベントを行います。写真展示や工作など、気軽に楽しめる小さな子フェスタ。お子さんと一
緒に、お気軽にご来場ください。

日　時：６月29日（土）～７月１日（月）10時～15時（最終日は12時終了）
場　所：宮前市民館２階ギャラリー

日時・会場：①９月７日（土）宮前市民館
　　　　　　②10月５日（土）土橋小学校
　　　　　　　13時30分～16時30分（予定）

対　象：原則として両日とも参加可能な区内在住・在勤・在学
　　　　の20人程度（地域バランスなどを考慮して抽選）
申込み、問合わせ：
　　　　市HP等または教育委員会生涯学習推進課（200-1981）まで。

宮前区内でなにかやってみたい方、仲間が欲しい方、新
しい事を始めたいけどどうやったら良いか分からない
方、どうぞ、市民館へいらっしゃってください。
右記の日程で、市民コンシェルジュが、皆さんと一緒に
考えご案内します。市民活動チラシ、各種パンフレット
等もご覧いただけます。既に地域で活動している方で、
もっと活動を知ってもらいたい方や新しい仲間が欲しい
グループもチラシや作品をお持ちください。

なお、当日はコミュニティカフェを開設しています。カ
フェ内でお茶をしながらお話も出来ますので、お気軽に
お立ち寄りください。

日　時：６月27日（木）、28日（金）　11時～14時
場　所：宮前市民館　２階ロビー
主　催：川崎市社会教育委員会議宮前市民館専門部会
協　力：Cafe みやまえ

折り紙・ベーゴマ・お手玉・めんこ・囲碁・将棋・竹とんぼ・ぶんぶんご
ま・おやつクッキング・ヨーヨーつり・紙芝居・刺子でコースター作り・

シュロバッタ作り・ミニボウリング・床上カーリング・魚つりゲーム・缶バッジ・など
　　※プログラムは変更になる場合があります

問合せ：宮前区文化協会事務局　電話 888－3911

　　　　（金曜日10時～15時）

対　象：小、中学生とその保護者。大人だけでもお

子様だけでも参加可。

申込み：７月16日（必着）までに往復はがきまた

はEメール：miyamaeku.c.a@gmail.comにて、

希望講座名、郵便番号、住所、参加する子

どもの氏名（ふりがな）、年齢、保護者の

氏名、電話番号（材料準備のため、子ども

と保護者で別々に制作か、子どものみ制作

か、材料の必要個数も）を明記の上、郵送。

宛　先：〒216-0006　宮前区宮前平2－20－4

宮前市民館内　宮前区文化協会事務局

参加者多数の場合、抽選。

作品見本を6月中旬～　宮前区役所の２階ホール展

示部会ショーケース内に展示します。

人形劇があるちょっと大きなおはなし会です。大

人の方もご一緒にどうぞ。

日　時：７月24日（水）①14時～14時40分　

　　　　②15時～15時40分（①②とも内容は同じです。）

場　所：宮前市民館　３階視聴覚室

対　象：幼児～小学生（低学年）

受　付：７月10日（水）９時半より宮前図書館

貸出カウンターで整理券を配布。

各回25組、先着順。

問合せ：宮前図書館　電話：888-3918

みんなで楽しく歌ったり、短冊を書いて「七夕

まつり」をしましょう。

日　時：７月５日（金）午前11時～

場　所：宮前市民館　２階ロビー

費　用：無料

次回の発行は９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…７月16日（火）・８月19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

夏休み子どもあそびランド 2019

日時：８月18日（日）10時～15時　　会場：宮前市民館　　費用：無料（材料費がかかる場合があります）

みやまえ子育てフェスタ2019「プレ子フェスタ」を開催します！みやまえ子育てフェスタ2019「プレ子フェスタ」を開催します！

あなたの地域活動を市民コンシェルジュがお手伝いします！あなたの地域活動を市民コンシェルジュがお手伝いします！ようこそ

　　地域
へ

宮前区文化協会よりお知らせ

「夏休み親子講座」参加者募集

七夕まつり

７／23（火)  

13時半～

　　14時半

４階　第４会議室

900円臨床美術「なすの量感画」

菊池美砂子（定員５名）

なし

８／２（金） 

13時半～

　　15時半

４階　和室

無料着付け「浴衣講習会　文庫結

び、貝の口結び」

※大人のみの参加可

小林芳子（定員20名）

浴衣（着物可）、半巾

帯、こしひも、その他

一式

８／６（火）

13時半～

　　14時半

４階　第４会議室

900円臨床美術

「シーグラス　ペイント」

菊池美砂子（定員５名）

なし

８／６（火）

13時～17時

４階　第４会議室

800円伝統工芸　水引

「とんぼのブローチ」

島崎蓉子（定員10名）

なし

８／６（火）

14時～16時

４階　第４会議室

1,000円華道「小さないけばな」　　

渡辺珠菜（定員15名）

花ばさみ、持ち帰り袋

①７／26（金）

　４階　和室

②７／30（火）

　１階　体育室

全2回

いずれも

13時半～15時

1,000円着付け「浴衣講習会」

Tシャツの上からでも着られ

ます。

鈴木和子（定員20名）

ゆかた、半巾帯、名古

屋帯、ひも（4本）、帯

板、伊達締め、まくら、

帯締め、帯あげ

日にち・場所 講座名・講座名 持ち物材料費等

会場はいずれも宮前市民館。

夏のおはなし会

宮前市民館ギャラリー

展示期間 催し物 団体名

６月29日～
　　７月１日

プレ子フェスタ
子育てフェス
タ企画委員会

７月５日～
　　７月10日

秀荘会書道展 秀荘会

７月12日～
　　７月15日

趣味の作品展
宮前区老人ク
ラブ連合会

７月19日～
　　７月24日

教科書用図書展示会
総合教育セン
ター

７月26日～
　　７月31日

宮前みずえ会作品展 宮前みずえ会

８月２日～
　　８月６日

第12回苗の会書展 苗の会

８月９日～
　　８月14日

作品展
押花と幸染を
楽しむ会

８月18日 夏休み子どもあそびランド2019
宮前区役所生
涯学習支援課

８月23日～
　　８月24日

第21回響け！
みやまえ太鼓ミーティング

宮前区役所地
域振興課

,

［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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みんなでつくる、あたらしい宮前市民館・図書館アイデアワークショップを開催します


