
次回の発行は12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…10月18日（月）・11月15日（月）

●市民館の開館時間
　９時～21時（平常時）

　※現在の状況はお問い合わせください

●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

10月８日～
　　10月12日

令和3年度宮前区
文化協会文化祭
展示部会作品展

宮前区文化協会

10月23日～
　　10月24日

みやまえ子育て
フェスタ企画委員会

11月５日～
　　11月10日

川崎市社会福祉協議会

11月12日～
　　11月14日

書道展 想会

11月19日～
　　11月24日

円空仏彫刻の会

11月26日～
　　12月１日

宮前区役所
地域振興課

アートスタジオ
みやまえ

10月16日～
　　10月20日
（18日を除く）

アートスタジオ
みやまえ展

みやまえ
子育てフェスタ2021

宮前区保育園・
認定こども園作品展

第10回円空仏彫刻の
会作品展

第15回
フォトコンテスト

「夏休み子どもあそびランド2021」は、地域の皆さんが「あそび」を通じて交流する市民館の一大イ

ベント！

今年の夏は緊急事態宣言の影響により中止となりましたが、特別企画として昨年好評だった「ホールで

紙飛行機を飛ばしてみよう」を事前予約制で開催します！

紙飛行機を作り、広いホールの２階から１階のステージに向かって飛ばします。

作り方や飛ばし方が分からなくても大丈夫。教えてもらいながら一緒にやってみましょう！

日　時：11月13日（土）　①10時半～11時半

　　　　　　　　　　　  ②11時～12時

　　　　　　　　　　　  ③13時半～14時半

　　　　　　　　　　　  ④14時～15時

　　　　※複数回お申込みいただくことはできません

対　象：小学生以下のお子さん　各回10組（保護者やご家族の方も一緒に参加できます）

会　場：宮前市民館　大ホール（集合場所：２階ホールホワイエ）

費　用：無料

申　込：10月14日（木）　10時から直接または電話で（先着順）

「ホールで紙飛行機を飛ばしてみよう」当日に、イベントの運営や紙飛行機づくりのサポートなど、子

どもたちの楽しい思い出作りのお手伝いをしてくれるサポーターを募集します。ご希望の方には、ボラ

ンティア活動証明書を発行します。

日　時：11月13日（土）①９時～12時

　　　　　　　　　　　 ②12時半～15時半

　　　　※どちらか片方のみお申込みいただけます

対　象：中学生以上の方、各回15人

会　場：宮前市民館　大ホール（集合場所：２階ホールホワイエ）

費　用：無料

申　込：10月14日（木）　10時から11月２日（火）までにホームページで（先着順）

※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。

宮前市民館ホームページはこちら
↓

●展 示 部 会　10月８日（金）～10月12日（火）
　　　　　　　10時～17時（最終日は16時）
　　　　　　　ギャラリーにて作品を展示
●バレエ部会　10月31日（日）開演15時　大ホール
●茶 道 部 会　11月20日（土）、21（日）
　　　　　　　10時半～15時
　　　　　　　和室にて、お抹茶とお菓子（500円）
●芸 能 部 会　11月21日（日）開演10時半　大ホール
　　　　　　　舞踊、民謡、歌謡、詩吟、
　　　　　　　着付けショー、フラダンスなど
●展示部会による体験講座
　　　　　　　11月21日（日）13時～15時
　　　　　　　大ホール　ホワイエ

【お申し込み方法】
①②いずれかの方法で　※お申込み多数の場合は抽選
①往復はがきに、希望講座、郵便番号、住所、
　氏名（ふりがな)、電話番号を明記の上、応募。
②申し込みフォーム
　https://forms.gle/cmYPoypivhpenWT76 →

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 宛
締切り日：令和３年11月１日（月）必着
問い合わせ：宮前区文化協会事務局　
　　　　　電話 044-888-3911　FAX 044-856-1436
            　(金曜10時～15時)
★詳しくはチラシ、当協会のFacebookをご覧ください。

　http://facebook.com/miyamae.bunka →

日本水引工芸

「お正月しめ飾り」

定員10名

500円島崎　蓉子 はさみ

華道

「お正月飾り」

定員15名

1,200円渡辺　珠菜 花ばさみ

華道

「クリスマスツリー」

定員10名

1,000円中村　萠布 花ばさみ

臨床美術

「落ち葉と銅箔のレリーフ」

定員６名

1,100円菊池美砂子 なし

ハワイアンリボンレイ

「クリスマスチャーム」

定員10名

1,000円中野むつみ 筆記用具

講座名・定員 持ち物講師 材料費

　ホールで紙飛行機を飛ばしてみよう

夏休み子どもあそびランド2021特別企画

夏休み子どもあそびランド2021特別企画

ホールで紙飛行機を飛ばしてみよう  サポーター募集

←申込はこちら

宮前区文化協会 第39回 文化祭　
当協会で活動する各部会の発表会が開催されます。

［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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月日 学習内容 講師・助言者 など回

① 11月19日 オリエンテーション　映像で学ぶ水と人権

「水とかがやく未来館」見学② 11月26日 未来館職員

環境総合研究所職員

職員

工業化による水の汚染とその改善の歴史

世界における水と人権

まとめ　
世界の水問題と川崎から世界へ伝える環境技術

③ 12月３日
環境研究会かわさき
副理事長　林　久緒

ウォーターエイドジャパン
事務局長　高橋 郁④ 12月10日

⑤ 12月17日

社会問題になっている8050問題をはじめとする高齢期の様々な問題は、セクシュアルマイノリティにお

いても深刻です。

この問題について、当事者の視点を学びながら考えてみませんか？

　講演テーマ「地域の隣人としての性的マイノリティ〈老・病・死〉の暮らしの現場から考える」

講師　NPO法人　パープル・ハンズ事務局長、行政書士

　　　永易　至文 氏　

日　時：11月28日（日）　13時半～15時半

対　象：関心のある方　15人

会　場：宮前市民館　視聴覚室

費　用：無料

申　込：10月15日（金）　10時から直接・電話・ホームページで（先着順）

じゃんじゃん（Ｊ）、集まって（Ａ）、学び合おう（Ｍ）をテーマに、様々な分野の市民館利用サークルが

活動の成果を発表する「みやまえJAM2022」の参加サークル・団体を募集します。

「舞台部門」、「展示部門」、「講座部門」、「広場出店部門」、「広場ステージ部門」など、参加形態はい

ろいろ。奮ってご参加ください。

日　　時：2022年４月23日（土）、４月24日（日）

場　　所：宮前市民館

申込締切：2021年11月30日（火）

　　　　　（詳細についてはちらしをご覧ください。）

水は人の生存に不可欠なものであり人権と大きな関係があります。安全

な飲料水と衛生に対する問題は世界的にも大きな課題です。また今年は

川崎水道100周年になります。

この講座で「水」と「人権」について一緒に考えてみませんか。

日　時：11月19日～12月17日（金）　14時～16時　全５回

対　象：関心のある方　15人（先着順）

会　場：宮前市民館　他

費　用：無料

　　　　見学先までの交通費は自己負担になります。

申　込：10月22日（金）　10時から直接・電話・ホームページで。（先着順）

←申込はこちら

平和人権学習 市民自主企画事業

「水と人権　川崎から世界へ」受講者募集

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ありません。

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。

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～

みやまえJAM2022　参加サークル・団体募集

第２回

市民館だより５月号にて、令和３年度の実施が決定した市民自主学級・市民自主企画事業をお知らせ

しましたが、そのうちの市民自主学級「宮前を知って歩いて楽しもう」については、新型コロナウイ

ルス感染症の影響で、３年度の実施を中止します。

また次年度以降に実施が決定した場合は市民館だより等にて広報を行います。

参加を検討されていた方には大変申し訳ございませんが、ご理解くださいますようお願いします。

市民自主学級「宮前を知って歩いて楽しもう」

中止のお知らせ

（2） （3）
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　　　　　　　11月21日（日）13時～15時
　　　　　　　大ホール　ホワイエ

【お申し込み方法】
①②いずれかの方法で　※お申込み多数の場合は抽選
①往復はがきに、希望講座、郵便番号、住所、
　氏名（ふりがな)、電話番号を明記の上、応募。
②申し込みフォーム
　https://forms.gle/cmYPoypivhpenWT76 →

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 宛
締切り日：令和３年11月１日（月）必着
問い合わせ：宮前区文化協会事務局　
　　　　　電話 044-888-3911　FAX 044-856-1436
            　(金曜10時～15時)
★詳しくはチラシ、当協会のFacebookをご覧ください。

　http://facebook.com/miyamae.bunka →

日本水引工芸

「お正月しめ飾り」

定員10名

500円島崎　蓉子 はさみ

華道

「お正月飾り」

定員15名

1,200円渡辺　珠菜 花ばさみ

華道

「クリスマスツリー」

定員10名

1,000円中村　萠布 花ばさみ

臨床美術

「落ち葉と銅箔のレリーフ」

定員６名

1,100円菊池美砂子 なし

ハワイアンリボンレイ

「クリスマスチャーム」

定員10名

1,000円中野むつみ 筆記用具

講座名・定員 持ち物講師 材料費

　ホールで紙飛行機を飛ばしてみよう

夏休み子どもあそびランド2021特別企画

夏休み子どもあそびランド2021特別企画

ホールで紙飛行機を飛ばしてみよう  サポーター募集

←申込はこちら

宮前区文化協会 第39回 文化祭　
当協会で活動する各部会の発表会が開催されます。

［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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宮前市民館メールマガジン登録方法：
①次のメールアドレスに空メールを送信　PC・スマートフォンmailnews@k-mail.city.kawasaki.jp／携帯電話 mailnews-m@k-mail.city.kawasaki.jp

②返信された登録手続メールから、登録用ホームページにアクセス

③「メールマガジン登録へ」ボタンを押す→「宮前市民館メールマガジン」をチェック→「登録」ボタンを押す


