
 

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７月１日です
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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

宮前市民館ホームページはこちら

「子どもの将来のため、色々やらせてあげたい」と思うのが親心。

でも子どもの成長には、遊ぶ時間や、リラックスして息抜きをする時間も必要です。

そんな“あそび”の大切さを学び、子育てに遊び心や余裕を持つ方法も考えます。

日　時：令和２年６月16日～７月14日の毎週火曜、全5回。10時～12時

場　所：宮前市民館

対象･定員：小学３年生までのお子さんをお持ちの方30人

保　育：保育あり（１歳半～就学前）。

先着15人。要予約。保険料として900円が必要。

費　用：無料

申　込：５月15日 10時から直接、電話、ホームページで。（先着順）

※新型コロナウイルス感染症の影響により、延期または内容等が変更になることがあります。

市民館には「児童室」という子ども達が遊べる部

屋があります。普段は市の事業や一般利用で保育

を行う時に使用しています。おもちゃや絵本など

が置いてあり、子ども用のトイレも付いていま

す。冬には床暖房も入ります。

この部屋は、予約がない時には、集団での保育活動

やそれに類する活動を行っている自主的な保育グル

ープ (営利性のないこと )が親子で利用できます。

児童室を利用したいグループは、事前に市民館受

付にお問い合わせください。

中止のお知らせ
新型コロナウイルス感染症対策のため、以下の

事業は中止となりました。

・うぇるかむクラス

　<宮前市民館>

　　６月12日（金）

　<アリーノ（有馬・野川生涯学習支援施設）>

　　６月19日（金）

　<地域子育てセンターすがお>

　　６月26日（金）

・みやまえＪＡＭ２０２０

　　６月20日（土）、21日（日）宮前市民館他

☆宮前市民館ギャラリー☆

＜両館共通＞休館日

５月18日（月）

６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

家庭・地域教育学級

日　付 内　　　容 講　　師

１ ６／16 (火) 子どもの成長・発達にとって、あそびが持つ意味とは
十文字学園女子大学
准教授　横井　紘子

２ ６／23 (火) 子どもにとってのあそびを考える 職 員

３ ６／30 (火) 子育てに遊び心を加えるってどういうこと？
東京家政学院大学
准教授　齋藤 史夫

４ ７／７ (火) 子どものあそびからわかること
自主保育Ｂ.Ｂ.だん
大西 由紀野

５ ７／14 (火) 子どもの遊び場を見に行こう 自主保育Ｂ.Ｂ.だん

※講師や内容は変更になる場合があります

子どもに　　　　を、
 　　　　　　　　子育てに　　　　を
子どもに　　　　を、
 　　　　　　　　子育てに　　　　を

あそびあそびあそびあそび
遊び心遊び心遊び心遊び心

※新型コロナウイ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。

市民館

お部屋訪問お部屋訪問



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・ホール出演者を今後募集します。

　　　　

募集時期につきましては、新型コロナウイルス感染症の状況を考慮し

ながら決定します。詳しくはお問合せください。

令和３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。

誰もが個人として自立し、多様な個性を生かして協力し、責任をわかち合える

社会を目指すにはどうすればよいのか考えてみましょう。

申　込：６月26日(金)までに直接、電話で

令和２年度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！令和２年度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！
●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。

●令和２年度は次の５団体（学級２、企画事業３）の実施が決定しました。
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！

市民自主学級

市民自主企画事業

夏休み子どもあそびランド2020夏休み子どもあそびランド2020

事業名 提案団体
内　　容

①目的・内容、②回数・学習方法、③対象
実施予定
時期

ボードゲームで
楽しい輪を広げ
よう

ボードゲームを
楽しもう会

①世代を超えてボードゲームを楽しみながら交流し、コ
ミュニケーション能力を向上させるとともに、ボード
ゲームを活用してコミュニケーションを促進させられ
る人材を育成する。
②講義、体験、全5～９回
③関心のある方

秋
水
午後

宮前を知って歩
いて楽しもう

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

秋冬
日
午前

事業名 提案団体
内　　容

①目的・内容、②回数・学習方法、③対象
実施予定
時期

あなたの隣にもいる
セクシュアルマイノリテ
ィ～おとな編／LGBTs
とともに生きる道

なないろほたる

①セクシュアルマイノリティの認知度を高め、彼らが抱える

問題を知ることで、社会的偏見を軽減し、誰もが暮らしや

すい街とすることを目指す。

土日

時期･時間帯

未定

宮前うたごえ楽座
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７回

③関心のある方

秋冬

金

午前

備災して命を守ろ

う

Team「備災して

命を守ろう」

①乳幼児を持つ保護者が災害への備えについて学び、地域の

つながりの重要性を知るとともに、実際に世代間交流を体

験してもらう。

秋冬

月火木金

午前

男女平等推進学習男女平等推進学習
企画委員
募集
企画委員
募集

日にち令和２年８月��日

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
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