
市民による提案を募集します！

サンタさんと一緒にクリスマスの歌を歌いましょう。
どなたでも参加できます。参加費無料。

　日　時：12月24日（火）12時～12時45分
　場　所：宮前区役所２階ロビー
　問合せ：宮前区文化協会事務局　
　　　　　電話044－888－3911（金曜日10時～15時）

申込：往復はがきまたはＥメール
miyamaeku.c.a@gmail.comにて希望講座名、参加希
望日、郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、電話
番号を明記の上、応募。（申込者多数の場合抽選）

締切：令和２年１月30日（木）必着
問合せ・送り先：〒216-0006 宮前区宮前平2-20-4 

宮前市民館内　宮前区文化協会　宛
電話 044-888-3911　FAX 044-856-1436 

（金曜日10時～15時）

次回の発行は２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…12月16日（月）

　　　　　12月29日（日）～１月３日（金）

　　　　　１ 月20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

11月28日～

　　12月５日

平成31年度宮前区文化

協会文化祭作品発表会
宮前区文化協会

12月５日～

　　12月12日

宮前地区青少年作品展

（入賞作品）

宮前地区青少年指導

員会

12月12日～

　　12月19日
日曜アトリエ展 日曜アトリエ

12月19日～

　　12月26日
菅生デッサン研究会展 菅生デッサン研究会

１月９日～

　　１月16日

全日本写真連盟多摩

支部第40回写真展

全日本写真連盟多摩

支部

１月23日～

　　１月30日
障がい者自主作品展示

宮前区障がい者作業

所等連絡会

１月16日～

　　１月23日

令和元年度第28回宮

前地区川崎市立小学

校子ども造形展

川崎市総合教育セン

ター

地域や暮らしの中で、日頃から「課題だな」と思っていることの解決を目指して、「講座」や

「イベント」を開催してみませんか。令和２年度に実施する企画を募集します。グループでも

個人でも提案できます。

提案された企画は「企画提案会」で選考し、実施が決まれば提案グループと市民館との協働で

企画・実施していただきます。個人で提案された場合は、選考後に改めて企画委員を公募し、

グループとして実施します。

・市民自主学級：同じ参加者が５回から10回程度の学習を継続して行います。

・市民自主企画事業：回数・形態にこだわらずに実施できます。

提案者が「企画提案会」において企画内容を説明し、委員が選考します。提案会は一般

の方も傍聴できます（但し、選考は非公開）。提案者は、提案会への出席は必須です。

　 日時　令和２年２月16日（日）午後

　 場所　宮前市民館

詳細が決まりましたら、宮前市民館ホームページ等でお知らせします。

宮前区文化協会よりお知らせ

●募集案内：令和元年12月３日（火）から宮前市民館で配布します。

●募集期間：令和２年１月８日（水）～１月24日（金）17時必着

●説 明 会：「市民自主学級」「市民自主企画事業」の詳細や提案方法について説明します。

提案を検討している方は是非ご参加ください。提案される方は、説明会の参加も

しくは事前面談が必須です。

　日時　令和元年12月21日（土）10時～12時

　場所　宮前市民館　第４会議室

企 画 提 案 会

市民自主学級・市民自主企画事業

文化協会クリスマス会文化協会クリスマス会

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：令和２年１月22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：１月８日（水）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

冬のおはなし会

宮前文化講座

２／18（火）
13時半～
　　16時45分
宮前市民館
３階 視聴覚室

①２／21（金）
②２／27（木）
13時半～
　　15時半
宮前市民館
４階 和室

松井　夢二

小林　芳子

「カラオケ教室」

各20名　無料

筆記用具
飲み物

着物、帯、長襦袢、
下着、足袋、帯あ
げ、帯締め、帯板、
まくら、タオル２
枚、腰ひも4,5本、
コーリンベルト
（お持ちの方）

着付け講座
「卒業式や入学式に着物を着
て二重太鼓を結んでみましょ
う」
※その他の着物、帯結びも可

各20名　無料

３／10日（火）
15時半～
　　16時半
宮前市民館
３階 視聴覚室

三浦　可栄 なし「日本の楽器　筝（琴）
　　　　　　　　を知ろう」
講師模範演奏、説明、体験

６名　500円

３／12（火）
13時半～15時
宮前市民館
４階 第４会議室

沼田　冷笑 花ばさみ
持ち帰り袋

華道
春の花「フラワーアレンジ」

15名　1,000円

３／12（火）
14時～16時
宮前市民館
４階 第４会議室

渡辺　珠菜 花ばさみ
持ち帰り袋

華道
「いけばなの基本」

15名　1,000円

３／12（火）
13時半～15時
宮前市民館
４階 第４会議室

菊池美砂子 なしイージー粘土の
カメオブローチ

６名　800円

３／５（木）
14時～16時
宮前市民館
４階 和室

芳根　宗啓
（表千家）

ソックス
（畳のため）

茶道
「お茶を楽しもう」
お茶を点ててみよう

定員なし　1,000円

日時・場所 講座名・定員・費用 持ち物・備考講師

※令和３年１月から大ホール

の工事を行う予定です。

　詳しくはホームページをご

覧ください。

［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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超高齢社会の中で健康にシニアライフを送るには？
地域人として地域での仲間づくりや地域活動への参加など新たなライフスタイルを考え、それを自分の健康
維持と地域の活性化につなげてみませんか。

日　時：令和２年２月12日～３月11日（水）14時～16時　全５回

場　所：宮前市民館

対　象：概ね50歳以上の方25人（先着順）

費　用：無料

申　込：12月17日（火）10時から直接、電話、ホームページで。（先着順）

日　時：令和２年１月９日～３月12日（木）10時～12時　全10回

場　所：宮前市民館

対　象：関心のある方20人（先着順）

費　用：材料費500円

保　育：別室保育あり。１歳半以上未就学児12人(先着順)　保険料・雑費900円

申　込：12月17日（火）10時から直接、電話、ホームページで。（先着順）

今まで働きに出ていた夫が主夫になり、妻が働きに出ることになったら？という想定で、家庭の性別役割分
担を考えます。
ご家庭の主婦のみなさん、安心して夫に家事を任せられますか？掃除、洗濯、食事の準備、子どもの世話、
PTA、お隣さんとのおつき合い…どこからどう伝えていけばいいのでしょう。
男性の皆さん、家内を任されることに不安はありませんか？
今までと違う視点から、夫婦の在り方や自分自身のジェンダー意識をとらえ直してみましょう。

シニアの力で高齢社会を幸齢社会にVer．Ｒ１
～超高齢社会をシニアが活性化する～

公募の区民の皆さんが演者となる、「いじめ」をテーマにした朗読劇です。

区民と宮前区地域教育会議が連携した新しい取組み。中学生からシニアまで、多様な世代の演者が練習を重

ねています。

親として、地域として、教師として、子どもとどう向き合うか。原作は現役の教師で、見る人それぞれが思

い当たり、考えさせられる内容となっています。ぜひご観覧いただき、応援してください。

ストーリー
ある日、中学生が教室で自殺しました。担任

の先生をかわきりに、信頼する人たちに次々

と遺書がとどきます。保護者たちは学校に集

められ、教師や関係者と話し合いを行います

が…。

日　時：令和２年２月９日（日）　13時30分～15時

場　所：宮前市民館大会議室

定　員：100人

費　用：無料

申　込：申し込みは不要です。直接会場にお越しください。

主　催：宮前区地域教育会議

「もしも、夫が主夫になったら？」受講者募集

月日 学習内容 講師･助言者など回

１ １月９日 夫が主夫になることになったら 職員・企画委員

２ １月16日 今の社会で主夫は受け入れられるのか－社会の現状を知る 川崎市男女共同参画センター館長　　　　野村　幸平

３ １月23日 教えて！主夫の生活 秘密結社主夫の会　　佐久間修一・堀込泰三・坪井博一

４ １月30日 夫に家事を任せるコツ 職員

５ ２月６日 働きに出る前にできること キャリアコンサルタント　元・多摩市民館社会教育指導員　土方　美喜

６ ２月13日 料理をもっとラクに楽しく(調理実習) クックパッド(株）コメルコ事業部　　　 影山由美子

７ ２月20日 社会は私の稼ぎをどう使う

ファイナンシャルプランナー　　　　　　菅原　直子

８ ２月27日 今後のマネープランを考える

９ ３月５日 もしもお父さんが主夫だったら？ー子どもに見せておきたいこと 聖徳大学児童学部教授　　　　　　　　　相良　順子

10 ３月12日 あなたの意識が未来を変える 職員・企画委員

月日 学習内容 講師･助言者など回

１ ２月12日 これからのシニアライフを健康に送るために
栄養士

（公財）日本体育協会公認スポーツ指導員　　米井　智子

２ ２月19日 地域が求めるシニアの力について①
NPO法人かわさき創造プロジェクト代表理事
おやじの会「いたか」世話人　　　　　　大下　勝巳

３ ２月26日 地域が求めるシニアの力について②
（公財）かわさき市民活動センター

　理事長　小倉　敬子

４ ３月４日 今宮前区で行われている活動について みやまえロビーカフェスタッフ他

５ ３月11日 これからのシニアライフ 参画　はぐくみ工房　　　　　　　主宰　竹迫　和代

宮前区地域教育会議

シニアの社会参加支援事業

男女平等推進学習

日　時：令和２年１月14日～２月25日（火）（２月11日はお休み)　10時～12時　全６回

場　所：宮前市民館

対　象：保育ボランティアに関心のある方20人（先着順）

費　用：無料

保　育：12月17日（火）10時から直接、電話、ホームページで。（先着順）

市民館でお母さん達が学習している間にお子さんを見守るボランティアをしてみませんか。
子ども達と接したり、既に活動している方々と交流する機会もあります。

「一緒に保育ボランティアしませんか？」受講者募集

月日 学習内容 講師･助言者など回

１ １月14日 自己紹介　市民館保育とは 地域子育て支援センターたいら  子育てアドバイザー　大田　京子

２ １月21日 子どもによくある病気・ケガ・事故とその対応 宮前区役所地域みまもり支援センター
保育所等・地域連携担当

看護師　藤原　深雪　　保育士　内原　愛子３ １月28日 AEDの使用法を知っておこう

４ ２月４日 外国の方のお子さんを預かる～海外の子育てを理解する
あーすぷらざ　　　　　　　　　職員　木村　智子

担当スタッフ　髙橋メラニー

５ ２月18日 子どものミカタ・自分のミカタ 非営利団体コドモノミカタ代表理事　　　井桁　容子

６ ２月25日 一緒にボランティアしてみませんか～講座のまとめ 職員

保育ボランティア研修

区民が演じる
!!

朗読劇「親の顔が見たい」

（2） （3）



超高齢社会の中で健康にシニアライフを送るには？
地域人として地域での仲間づくりや地域活動への参加など新たなライフスタイルを考え、それを自分の健康
維持と地域の活性化につなげてみませんか。

日　時：令和２年２月12日～３月11日（水）14時～16時　全５回

場　所：宮前市民館

対　象：概ね50歳以上の方25人（先着順）

費　用：無料

申　込：12月17日（火）10時から直接、電話、ホームページで。（先着順）

日　時：令和２年１月９日～３月12日（木）10時～12時　全10回

場　所：宮前市民館

対　象：関心のある方20人（先着順）

費　用：材料費500円

保　育：別室保育あり。１歳半以上未就学児12人(先着順)　保険料・雑費900円

申　込：12月17日（火）10時から直接、電話、ホームページで。（先着順）

今まで働きに出ていた夫が主夫になり、妻が働きに出ることになったら？という想定で、家庭の性別役割分
担を考えます。
ご家庭の主婦のみなさん、安心して夫に家事を任せられますか？掃除、洗濯、食事の準備、子どもの世話、
PTA、お隣さんとのおつき合い…どこからどう伝えていけばいいのでしょう。
男性の皆さん、家内を任されることに不安はありませんか？
今までと違う視点から、夫婦の在り方や自分自身のジェンダー意識をとらえ直してみましょう。

シニアの力で高齢社会を幸齢社会にVer．Ｒ１
～超高齢社会をシニアが活性化する～

公募の区民の皆さんが演者となる、「いじめ」をテーマにした朗読劇です。

区民と宮前区地域教育会議が連携した新しい取組み。中学生からシニアまで、多様な世代の演者が練習を重

ねています。

親として、地域として、教師として、子どもとどう向き合うか。原作は現役の教師で、見る人それぞれが思

い当たり、考えさせられる内容となっています。ぜひご観覧いただき、応援してください。

ストーリー
ある日、中学生が教室で自殺しました。担任

の先生をかわきりに、信頼する人たちに次々

と遺書がとどきます。保護者たちは学校に集

められ、教師や関係者と話し合いを行います

が…。

日　時：令和２年２月９日（日）　13時30分～15時

場　所：宮前市民館大会議室

定　員：100人

費　用：無料

申　込：申し込みは不要です。直接会場にお越しください。

主　催：宮前区地域教育会議

「もしも、夫が主夫になったら？」受講者募集

月日 学習内容 講師･助言者など回

１ １月９日 夫が主夫になることになったら 職員・企画委員

２ １月16日 今の社会で主夫は受け入れられるのか－社会の現状を知る 川崎市男女共同参画センター館長　　　　野村　幸平

３ １月23日 教えて！主夫の生活 秘密結社主夫の会　　佐久間修一・堀込泰三・坪井博一

４ １月30日 夫に家事を任せるコツ 職員

５ ２月６日 働きに出る前にできること キャリアコンサルタント　元・多摩市民館社会教育指導員　土方　美喜

６ ２月13日 料理をもっとラクに楽しく(調理実習) クックパッド(株）コメルコ事業部　　　 影山由美子

７ ２月20日 社会は私の稼ぎをどう使う

ファイナンシャルプランナー　　　　　　菅原　直子

８ ２月27日 今後のマネープランを考える

９ ３月５日 もしもお父さんが主夫だったら？ー子どもに見せておきたいこと 聖徳大学児童学部教授　　　　　　　　　相良　順子

10 ３月12日 あなたの意識が未来を変える 職員・企画委員

月日 学習内容 講師･助言者など回

１ ２月12日 これからのシニアライフを健康に送るために
栄養士

（公財）日本体育協会公認スポーツ指導員　　米井　智子

２ ２月19日 地域が求めるシニアの力について①
NPO法人かわさき創造プロジェクト代表理事
おやじの会「いたか」世話人　　　　　　大下　勝巳

３ ２月26日 地域が求めるシニアの力について②
（公財）かわさき市民活動センター

　理事長　小倉　敬子

４ ３月４日 今宮前区で行われている活動について みやまえロビーカフェスタッフ他

５ ３月11日 これからのシニアライフ 参画　はぐくみ工房　　　　　　　主宰　竹迫　和代

宮前区地域教育会議

シニアの社会参加支援事業

男女平等推進学習

日　時：令和２年１月14日～２月25日（火）（２月11日はお休み)　10時～12時　全６回

場　所：宮前市民館

対　象：保育ボランティアに関心のある方20人（先着順）

費　用：無料

保　育：12月17日（火）10時から直接、電話、ホームページで。（先着順）

市民館でお母さん達が学習している間にお子さんを見守るボランティアをしてみませんか。
子ども達と接したり、既に活動している方々と交流する機会もあります。

「一緒に保育ボランティアしませんか？」受講者募集

月日 学習内容 講師･助言者など回

１ １月14日 自己紹介　市民館保育とは 地域子育て支援センターたいら  子育てアドバイザー　大田　京子

２ １月21日 子どもによくある病気・ケガ・事故とその対応 宮前区役所地域みまもり支援センター
保育所等・地域連携担当

看護師　藤原　深雪　　保育士　内原　愛子３ １月28日 AEDの使用法を知っておこう

４ ２月４日 外国の方のお子さんを預かる～海外の子育てを理解する
あーすぷらざ　　　　　　　　　職員　木村　智子

担当スタッフ　髙橋メラニー

５ ２月18日 子どものミカタ・自分のミカタ 非営利団体コドモノミカタ代表理事　　　井桁　容子

６ ２月25日 一緒にボランティアしてみませんか～講座のまとめ 職員

保育ボランティア研修

区民が演じる
!!

朗読劇「親の顔が見たい」

（2） （3）



市民による提案を募集します！

サンタさんと一緒にクリスマスの歌を歌いましょう。
どなたでも参加できます。参加費無料。

　日　時：12月24日（火）12時～12時45分
　場　所：宮前区役所２階ロビー
　問合せ：宮前区文化協会事務局　
　　　　　電話044－888－3911（金曜日10時～15時）

申込：往復はがきまたはＥメール
miyamaeku.c.a@gmail.comにて希望講座名、参加希
望日、郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、電話
番号を明記の上、応募。（申込者多数の場合抽選）

締切：令和２年１月30日（木）必着
問合せ・送り先：〒216-0006 宮前区宮前平2-20-4 

宮前市民館内　宮前区文化協会　宛
電話 044-888-3911　FAX 044-856-1436 

（金曜日10時～15時）

次回の発行は２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…12月16日（月）

　　　　　12月29日（日）～１月３日（金）

　　　　　１ 月20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

11月28日～

　　12月５日

平成31年度宮前区文化

協会文化祭作品発表会
宮前区文化協会

12月５日～

　　12月12日

宮前地区青少年作品展

（入賞作品）

宮前地区青少年指導

員会

12月12日～

　　12月19日
日曜アトリエ展 日曜アトリエ

12月19日～

　　12月26日
菅生デッサン研究会展 菅生デッサン研究会

１月９日～

　　１月16日

全日本写真連盟多摩

支部第40回写真展

全日本写真連盟多摩

支部

１月23日～

　　１月30日
障がい者自主作品展示

宮前区障がい者作業

所等連絡会

１月16日～

　　１月23日

令和元年度第28回宮

前地区川崎市立小学

校子ども造形展

川崎市総合教育セン

ター

地域や暮らしの中で、日頃から「課題だな」と思っていることの解決を目指して、「講座」や

「イベント」を開催してみませんか。令和２年度に実施する企画を募集します。グループでも

個人でも提案できます。

提案された企画は「企画提案会」で選考し、実施が決まれば提案グループと市民館との協働で

企画・実施していただきます。個人で提案された場合は、選考後に改めて企画委員を公募し、

グループとして実施します。

・市民自主学級：同じ参加者が５回から10回程度の学習を継続して行います。

・市民自主企画事業：回数・形態にこだわらずに実施できます。

提案者が「企画提案会」において企画内容を説明し、委員が選考します。提案会は一般

の方も傍聴できます（但し、選考は非公開）。提案者は、提案会への出席は必須です。

　 日時　令和２年２月16日（日）午後

　 場所　宮前市民館

詳細が決まりましたら、宮前市民館ホームページ等でお知らせします。

宮前区文化協会よりお知らせ

●募集案内：令和元年12月３日（火）から宮前市民館で配布します。

●募集期間：令和２年１月８日（水）～１月24日（金）17時必着

●説 明 会：「市民自主学級」「市民自主企画事業」の詳細や提案方法について説明します。

提案を検討している方は是非ご参加ください。提案される方は、説明会の参加も

しくは事前面談が必須です。

　日時　令和元年12月21日（土）10時～12時

　場所　宮前市民館　第４会議室

企 画 提 案 会

市民自主学級・市民自主企画事業

文化協会クリスマス会文化協会クリスマス会

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：令和２年１月22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：１月８日（水）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

冬のおはなし会

宮前文化講座

２／18（火）
13時半～
　　16時45分
宮前市民館
３階 視聴覚室

①２／21（金）
②２／27（木）
13時半～
　　15時半
宮前市民館
４階 和室

松井　夢二

小林　芳子

「カラオケ教室」

各20名　無料

筆記用具
飲み物

着物、帯、長襦袢、
下着、足袋、帯あ
げ、帯締め、帯板、
まくら、タオル２
枚、腰ひも4,5本、
コーリンベルト
（お持ちの方）

着付け講座
「卒業式や入学式に着物を着
て二重太鼓を結んでみましょ
う」
※その他の着物、帯結びも可

各20名　無料

３／10日（火）
15時半～
　　16時半
宮前市民館
３階 視聴覚室

三浦　可栄 なし「日本の楽器　筝（琴）
　　　　　　　　を知ろう」
講師模範演奏、説明、体験

６名　500円

３／12（火）
13時半～15時
宮前市民館
４階 第４会議室

沼田　冷笑 花ばさみ
持ち帰り袋

華道
春の花「フラワーアレンジ」

15名　1,000円

３／12（火）
14時～16時
宮前市民館
４階 第４会議室

渡辺　珠菜 花ばさみ
持ち帰り袋

華道
「いけばなの基本」

15名　1,000円

３／12（火）
13時半～15時
宮前市民館
４階 第４会議室

菊池美砂子 なしイージー粘土の
カメオブローチ

６名　800円

３／５（木）
14時～16時
宮前市民館
４階 和室

芳根　宗啓
（表千家）

ソックス
（畳のため）

茶道
「お茶を楽しもう」
お茶を点ててみよう

定員なし　1,000円

日時・場所 講座名・定員・費用 持ち物・備考講師

※令和３年１月から大ホール

の工事を行う予定です。

　詳しくはホームページをご

覧ください。

［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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