
令和４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。

締切：５月28日（金）までに電話か直接宮前市民館へ

令和４年４月から、施設予約がすべて個人登録での

申込みとなります。団体登録の廃止に伴いホールの

抽選については、抽選会参加カードの発行が必要と

なります。なお、抽選会参加カードの発行申請は、

令和４年２月１日から市民館窓口で受付します。

　●ふれあいネットの変更について

　●宮前市民館　施設利用のご案内

次回の発行は７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…５月17日（月）・６月21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30日～

５月２日
糸書道会作品展 糸書道会

５月28日～

６月２日
宮前写真研究会写真展 宮前写真研究会

６月４日～

６月９日
書道展 紫風会

６月18日～

６月23日

６月21日は休館日

青彩会作品展 青彩会

６月25日～

６月29日

2021年度

展示部会研究発表会
宮前区文化協会

毎日のお弁当作り、どうしていますか？

幼児のお弁当作りをラクにするテクニックや、栄養バランスをよくするコツ、梅雨時には特に気を

付けたい傷みにくいお弁当作りのポイントを紹介します。個別相談もできるので、日頃気になる食
の悩みを栄養士に直接聞けます。これから幼稚園探しを始めるみなさんにもオススメの内容です！

お弁当をきっかけにコミュニケーションの輪を広げてみませんか。

お子さんを連れて参加できます。（実習、試食はありません。）

※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。

※最新の開館情報については、ホームページ又はお電話にてご確認ください。

期 間：６月３日（木）

時 間：10時～12時

対 象：幼児の保護者20名

会 場：宮前市民館 大会議室

費 用：無料

申 込：５月18日（火）10時から直接・電話・ホームページで（先着順）

男女平等推進学習
企画委員募集

詳しくはこちらをご覧ください。

ふれあいネットが

　　　　変わります。

宮前市民館ホームページはこちら→

手間抜き弁当 ～梅雨に守る７つのルール～

［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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●市民自主学級・市民自主企画事業って何？

地域や社会の課題解決を目指し、地域の特性に応じた市民の学習の場づくりを、市民と市民館が

協働して行うものです。市民の皆さんが企画を考え運営を行っています。

学級は毎回同じ参加者が継続的に学習していくものです。企画事業は自由な形式で内容に応じて

参加者を募ることもできます。

●令和３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！ 

「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！あそびの達人から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。あそびランドを盛り上げてくれる、ホール出演者を募集します。

●対　象

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

令和３年８月21日（土）、22日（日）

参加団体は両日とも午前１団体、午後１団体の計４団体となります。申込多数の場合は調整の上、

抽選となります。詳しくは参加申込書をご覧ください。

（午前のステージは10時30分開始、午後のステージは13時30分開始を予定しています。）

※楽屋入りから演技終了後楽屋退出までの時間は、午前は10時～11時

30分、午後は13時～14時30分とします。

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、各団体の参加者は

25人までとし、一度に舞台に上がる出演者は15人までとします。

　（参加者には、出演者、スタッフ、付き添い等を含みます。）

※観客数につきましても人数制限を行います。

●申　込

６月18日（金）までに市民館などで配架する申込用紙を直接または

FAXでご提出ください。

「夏休み子どもあそびランド2021」
ホール出演者募集

令和３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！

①区の歴史について講師の話を聞き、現地を歩いて身近な
歴史を体感。併せて、同じメンバーで楽しみながら歩く
ことで、仲間づくりのきっかけに。

②講義、現地見学、全６回
③関心のある30人

秋冬
日

午前

秋
水

午後

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７回
③関心のある方

宮前を知って歩いて
楽しもう会

宮前を知って歩いて
楽しもう

ボードゲームを楽し
もう会

ボードゲームで楽し
い輪を広げよう

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

市民自主学級

①セクシュアルマイノリティの現状を知り、地域問題に置
き換えて、個々ができることに繋がるような学びの場を
つくる。

②講義、交流会、２回開催
③関心のある方

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。

②講義、防災ピクニック、調理、３回開催
③講義は子育て中の方、調理等は関心のある方

秋
土日
午後

秋冬
火

午前

秋
火

午前

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50人

なないろほたる

あなたの隣にもいる
セクシュアルマイノ
リティ～子どもから
大人まで・地域に目
を向けて

宮前うたごえ楽座の
会

宮前うたごえ楽座

Team「備災して命
を守ろう」

備災して命を守ろう

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

市民自主企画事業

（2） （3）
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