
ボランティアグループ「菅生おもちゃドクターの会」の仲

間として、一緒におもちゃ病院の活動に加わってくださる

方を募集中。特別な知識や技能は不要ですので、興味のあ

る方は市民館までご連絡ください。

活動日時

宮前市民館：偶数月の第４日曜日

　　　　　　（今年度は８月のみ第３日曜日）

菅 生 分 館：奇数月の第２日曜日　13時～16時

お子さんや保護者の目の前で、

作業の様子を見てもらいながら、

ボランティアが壊れたおもちゃ

の修理をします。

日時：偶数月の第４日曜日

（今年度は８月のみ第３日曜日）

　13 時～ 16 時

菅生分館では、原則奇数月の第２日曜日に実施。

詳細は菅生分館へお問い合わせください。

場所：宮前市民館

対象：子どもが遊ぶおもちゃで電池やゼンマイ、手動で動

くもの　約14件

電子ゲームや布製品など対象外のおもちゃもあり

ます。詳細は、市民館へお問合せください。

当日おもちゃを会場へお持ちになり、修理の様子

をご覧になれる方。

費用：原則無料。ただし部品代など実費は負担していただ

きます。

申込：電話で御希望の日にち、時間を聞きます。

　　　（先着順）

次回の発行は５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…４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

４月３日～

　　４月８日

アトリエどんぐり
ナザレ美術教室
2020作品展

アトリエどんぐり

４月17日～
　　４月22日
（20日休館日）

みやまえ子どもアトリ

エ作品展

みやまえ

子どもアトリエ

４月24日～

　　４月29日
青彩会作品展 青彩会

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23日（日）に開催します。

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、ミニミニアドベンチャー、

保育園の遊び体験、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24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？ 

第１回企画委員会日程　５月15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!

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時半～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

※なお、新型コロナウィルスの影響を考慮し、流行状況に

よっては上記おはなし会について開催を中止させていた

だくことがございます。

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

※新型コロナウィルスの影響を考慮し、流行状況によって

は掲載内容に変更がある可能性があります。

申 込：随時、直接か電話で。

●こんな人におすすめ！
地域のイベントが好きな人、子どもが好きな人、イベントの企画運営に興味がある人、人に楽しんでもら

うのが好きな人など。

経験の有無は問いません。一緒に夏休み子どもあそびランドを開催しませんか？

みやまえ子育てフェスタ2020

企画運営委員募集！

おもちゃ病院おもちゃ
　なおします

おもちゃドクター
インターン募集

企画委員募集！

「宮前親子学級」企画委員募集

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。毎年、

子育て中のお母さん達が参加し、楽しみながら企画、運営

しています。

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。

ひとりできけるおはなし会

宮前図書館

※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。

［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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日にち 内　　　容回

１ ５月13日 シニアをとりまくＩＴ事情について

２ ５月20日 スマホのトラブル・セキュリティ対策

３ ５月27日 まち歩き準備（検索方法を学ぶ）

４ ６月３日 スマホ片手にまち歩き

５ ６月10日 まち歩き振り返り
（画像の保存・送り方を知る）

６ ６月17日 これからのＩＴ変化とシニアのつながり

７ ６月24日 もっとスマホを活用するには？

８ ７月１日 スマホカフェ見学

９ ７月８日 スマホを使って地域を知る
（地域活動紹介）

10 ７月15日 スマホを活用して地域でつながる

午前コース
（Morning Course）

金曜日（Fri）

 10 : 00a.m.～12 : 00 (noon)
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きんようび

ひ

夜間コース
（Night Course）

水曜日（Wed）
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 ６, 13, 20, 27 ４, 11, 18, 25
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５, 12 ３, 10
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日にち（Date）

※プログラム内容は、天候等で変更になる場合があります。

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）：2020年４月17日～2021年３月12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ヶ月以上の子ども16人

（保険料等実費、年間1,000円）

申　込（Registration）：４月17日10時から受付

●夜間コース（Night Course)

期　間（Term）：2020年４月15日～2021年３月10日の毎週水曜（Wed）、

　　　　　　　　年間全34回

時　間（Time）：19時～20時半

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15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。

「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：５月10日（日）～令和３年３月14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　他

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21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 10 日（日）10 時～ 15 時（予定）

●申　込：電話または直接来館。随時受付。

スマートフォン（スマホ）の普及率も上がり、スマホを利用するシニアが増えてきました。

コミュニティツール（メールやSNSなど）として便利なスマホですが、簡単に持ち歩けることも魅力です。スマホ

を持ってまちへ出掛け、活動の場を広げてみませんか。

スマホ初心者の方は、使い方を学びまちのことを伝えてください。

すでに使いこなしている方は、活用方法をみんなに教えてください。

どちらでもない方も、とりあえず参加してみましょう。

新しい発見があったり、今までと違ったコミュニティに出会ったり…

何か良いことがあるかもしれません。

日　時：５月13日～７月15日水曜日、13時半～15時半、全10回

場　所：宮前市民館　他

対　象：おおむね50歳以上のスマートフォンをお持ちの方20人

費　用：保険に関わる費用他として200円を初日に集めます。

　　　　まち歩きにかかる交通費は自己負担になります。

申　込：４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）

講　師：NPO法人シニアSOHO世田谷　山根　明 氏、佐藤弥子氏

　　　　NPO法人川崎スマートライフ推進会　南村　悟 氏

　　　　宮前まち倶楽部　他
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宮前日本語学級
みや まえ に ほん ご がっ きゅう

シニアのスマホ講座

シニアの社会参加支援事業

Miyamae Japanese Class

サポーターといっても手取り足取りサポートする

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。

あるサポーターの声

みやまえウィンズ　参加者募集

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

まちとつながる・

（2） （3）



日にち 内　　　容回

１ ５月13日 シニアをとりまくＩＴ事情について

２ ５月20日 スマホのトラブル・セキュリティ対策

３ ５月27日 まち歩き準備（検索方法を学ぶ）

４ ６月３日 スマホ片手にまち歩き

５ ６月10日 まち歩き振り返り
（画像の保存・送り方を知る）

６ ６月17日 これからのＩＴ変化とシニアのつながり
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※プログラム内容は、天候等で変更になる場合があります。

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）：2020年４月17日～2021年３月12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ヶ月以上の子ども16人

（保険料等実費、年間1,000円）

申　込（Registration）：４月17日10時から受付

●夜間コース（Night Course)

期　間（Term）：2020年４月15日～2021年３月10日の毎週水曜（Wed）、

　　　　　　　　年間全34回

時　間（Time）：19時～20時半

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15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。

「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：５月10日（日）～令和３年３月14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　他

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21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 10 日（日）10 時～ 15 時（予定）

●申　込：電話または直接来館。随時受付。

スマートフォン（スマホ）の普及率も上がり、スマホを利用するシニアが増えてきました。

コミュニティツール（メールやSNSなど）として便利なスマホですが、簡単に持ち歩けることも魅力です。スマホ

を持ってまちへ出掛け、活動の場を広げてみませんか。

スマホ初心者の方は、使い方を学びまちのことを伝えてください。

すでに使いこなしている方は、活用方法をみんなに教えてください。

どちらでもない方も、とりあえず参加してみましょう。

新しい発見があったり、今までと違ったコミュニティに出会ったり…

何か良いことがあるかもしれません。

日　時：５月13日～７月15日水曜日、13時半～15時半、全10回

場　所：宮前市民館　他

対　象：おおむね50歳以上のスマートフォンをお持ちの方20人

費　用：保険に関わる費用他として200円を初日に集めます。

　　　　まち歩きにかかる交通費は自己負担になります。

申　込：４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）

講　師：NPO法人シニアSOHO世田谷　山根　明 氏、佐藤弥子氏

　　　　NPO法人川崎スマートライフ推進会　南村　悟 氏

　　　　宮前まち倶楽部　他
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宮前日本語学級
みや まえ に ほん ご がっ きゅう

シニアのスマホ講座

シニアの社会参加支援事業

Miyamae Japanese Class

サポーターといっても手取り足取りサポートする

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。

あるサポーターの声

みやまえウィンズ　参加者募集

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

まちとつながる・

（2） （3）



ボランティアグループ「菅生おもちゃドクターの会」の仲

間として、一緒におもちゃ病院の活動に加わってくださる

方を募集中。特別な知識や技能は不要ですので、興味のあ

る方は市民館までご連絡ください。

活動日時

宮前市民館：偶数月の第４日曜日

　　　　　　（今年度は８月のみ第３日曜日）

菅 生 分 館：奇数月の第２日曜日　13時～16時

お子さんや保護者の目の前で、

作業の様子を見てもらいながら、

ボランティアが壊れたおもちゃ

の修理をします。

日時：偶数月の第４日曜日

（今年度は８月のみ第３日曜日）

　13 時～ 16 時

菅生分館では、原則奇数月の第２日曜日に実施。

詳細は菅生分館へお問い合わせください。

場所：宮前市民館

対象：子どもが遊ぶおもちゃで電池やゼンマイ、手動で動

くもの　約14件

電子ゲームや布製品など対象外のおもちゃもあり

ます。詳細は、市民館へお問合せください。

当日おもちゃを会場へお持ちになり、修理の様子

をご覧になれる方。

費用：原則無料。ただし部品代など実費は負担していただ

きます。

申込：電話で御希望の日にち、時間を聞きます。

　　　（先着順）

次回の発行は５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…４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

４月３日～

　　４月８日

アトリエどんぐり
ナザレ美術教室
2020作品展

アトリエどんぐり

４月17日～
　　４月22日
（20日休館日）

みやまえ子どもアトリ

エ作品展

みやまえ

子どもアトリエ

４月24日～

　　４月29日
青彩会作品展 青彩会

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23日（日）に開催します。

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、ミニミニアドベンチャー、

保育園の遊び体験、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24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？ 

第１回企画委員会日程　５月15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!

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時半～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

※なお、新型コロナウィルスの影響を考慮し、流行状況に

よっては上記おはなし会について開催を中止させていた

だくことがございます。

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

※新型コロナウィルスの影響を考慮し、流行状況によって

は掲載内容に変更がある可能性があります。

申 込：随時、直接か電話で。

●こんな人におすすめ！
地域のイベントが好きな人、子どもが好きな人、イベントの企画運営に興味がある人、人に楽しんでもら

うのが好きな人など。

経験の有無は問いません。一緒に夏休み子どもあそびランドを開催しませんか？

みやまえ子育てフェスタ2020

企画運営委員募集！

おもちゃ病院おもちゃ
　なおします

おもちゃドクター
インターン募集

企画委員募集！

「宮前親子学級」企画委員募集

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。毎年、

子育て中のお母さん達が参加し、楽しみながら企画、運営

しています。

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。

ひとりできけるおはなし会

宮前図書館

※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。

［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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