
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20日（月）・12月29日（水）～１月３日（月）・１月17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

11月26日～
　　12月１日

第15回
フォトコンテスト

宮前区役所
地域振興課

12月11日～
　　12月12日

宮崎６丁目自治会

12月17日～
　　12月23日
（20日を除く）

日曜アトリエ

１月15日～
　　１月16日

令和3年度 第29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

１月21日～
　　１月26日

宮前写真倶楽部

宮前区役所
地域振興課

12月４日～
　　12月５日

宮前地区青少年作品展
入賞作品展示会

宮崎６丁目ふれあい
文化祭

日曜アトリエ展

宮前写真倶楽部
作品展

 「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！今年の夏は新型コロナウイルス感染症

の影響で開催中止となってしまっため、冬に一部の企画を開催する予定です。

感染症対策のため、事前予約制で行います。

　詳細は12月１日から掲載するホームページやチラシ、またメールマガジ

ンでお知らせします。

▼将棋…大人に挑戦だ！

▼シュロバッタづくり…シュロの葉でバッタをつくろう（小学３年生以上）

▼オリジナル缶バッジをつくろう ! !

▼豆はこび…上手にはしを使えるかな？

▼まんげきょうづくり

▼絵本の読み聞かせ

▼ヨーヨーつり放題!!…持ち帰りは釣った中からひとつ

▼合気道に挑戦! !…護身術とチャンバラ遊びも

▼メロー・コスミンと記念写真をとろう！　

▼ジャグリングに挑戦 ! !

日　時：令和４年１月23日（日）、29日（土）10時～15時

会　場：宮前市民館

費　用：無料（材料費がかかる場合があります）

申　込：12月16日（木）10時から電話で。

※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
↓

今年度も気軽に体験できる講座をご用意しました。日
本文化やアートに触れてみませんか？

会場はすべて宮前市民館

【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/AuhHxTFZAkxNeamg6→

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４年２月３日（木）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 →

２月22日（火）

13時半～15時半

４階　和室

「きもの着付け」

卒業式、入学式に着る

着物と帯

定員20名　無料

着物、帯、帯あげ
帯じめ、長襦袢、下
着、足袋、タオル、帯
板、腰ひも３～４本、
帯まくら、コーリンベ
ルト

13時半から15時半の間
にお越しください。
当日、どちらを作るか
決めてください。

小林芳子

２月22日（火）

13時半～15時半

３階　視聴覚室

「大正琴教室」

身近な童謡を弾いてみ

ましょう

定員10名　無料

筆記用具
田邉雪寿
（琴伝流）

①２月24日（木）

②３月８日（火）

　14時～15時半

　１階　体育室

「みんなのフラ」

基本ステップの練習後、

短めの曲を１曲踊りま

す。

定員20名　500円

動きやすい服装（お持
ちの方はパウスカート）、
水分
お子様連れOK（保育な
し）、初心者・経験者・
運動不足の方、どなた
様も安心してご参加く
ださい。

加賀尾元美

①２月28日（月）

　14時～16時

②３月14日（月）

　10時～12時

　13時～15時

　４階　和室

「テーブルで楽しむ茶道」

定員　各回５名

1,000円

ソックス
長谷川宗江
（裏千家）

３月８日（火）

13時半～15時半

３階　視聴覚室

「華道」

柴山古流・縁山流

定員10名　1,000円

花ばさみ、持ち帰り用
の袋

沼田冷笑

３月８日（火）

13時半～15時半

３階　視聴覚室

「華道」

草月流

定員10名　1,000円

花ばさみ、持ち帰り用
の袋

渡辺珠菜

３月８日（火）

13時半～15時半

　　　　　受付

３階　視聴覚室

「水引工芸」

定員10名

かぶと　　1,500円

鯉のぼり　1,300円

島崎蓉子

講座名・定員 講座名・定員 持ち物・備考講師

←ホームページはこちら

冬も
あそぼう！

こんなあそびがあるよ

宮前区文化協会
みやまえ文化講座

［回覧］読み終わりましたらお隣へお回しください。 （1）（4）

第238号　令和３年(2021年)12月１日　発行：川崎市宮前市民館

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



月　日 内　　容 講　　師回

① １月６日（木）
オリエンテーション

これからの学習について

家族ってなに？② １月13日（木）
なごみ法務事務所

司法書士　高原　晶子

横浜国立大学　日本家庭科教育学会会長

堀内　かおる

職員

住まいを考えるタイミングとポイント

介護は誰がする？

生活のヒントは教科書に書かれている

③ １月20日（木）
住まいと暮らしのコンシェルジュ

加藤　直子

レストア川崎地域包括支援センター
内山　信隆④ １月27日（木）

⑤ ２月３日（木）

イキメン研究所

野村　幸平
個性とお互いを認め合う社会へ
～男女共同参画社会をめざして～

⑥ ２月５日（土）

日時・会場 内　　容 講　　師回

①
１月20日（木）13時～15時

視聴覚室

自己紹介
スマホのトラブル・セキュリティ対策
タブレットについて

②
１月27日（木）15時半～17時半

視聴覚室

スマホ初心者は何が分からないのか、

つまずくポイント

川崎スマートライフ推進会

副理事長　南村　悟

２月３日（木）13時～15時

視聴覚室

シニアへの教え方のコツ

AndroidとiPhoneの違い

２月10日（木）13時～15時

視聴覚室

スマホカフェの紹介

次回に向けて ITみやまえ

代表　田代　高是２月17日（木）13時～15時

大会議室
スマホ相談会を開いてみよう

２月24日（木）13時～15時

大会議室

前回の振り返り

グループ化の流れと今後について
職員

③

④

⑤

⑥

　現代において多くの人が利用しているスマートフォン（スマホ）は、便利な機能

を備え、生活を豊かにしてくれます。しかし、特にシニア世代など、初めての人に

とっては使いこなすのが難しいことも。

　スマホの使い方が分からなくて困っている人のために、ボランティアとして活動

しませんか？

　この講座を受講したメンバーで、地域でスマホを教えるグループを結成します。

【こんな人におすすめ】

・基本的なスマホの使い方は分かるけど、もっと勉強して人に教えられるよう

になりたい

・スマホを教えるボランティアとして地域で活動したい。

日　時：令和４年１月20日～２月24日（木）13時～15時

　　　　※１月27日のみ15時半～17時半　全６回

対　象：スマホの基本操作ができ、地域でスマホを教える活動をしたい方　15人

会　場：宮前市民館　視聴覚室、大会議室

費　用：無料

申　込：12月15日（水）10時から直接・電話・ホームページで。（先着順）

　「家庭科」で何を習ったか覚えていますか？まず、料理や裁縫などが思い浮かぶと思いますが、それ以外にも法律、

福祉、経済に関するものなど、あらゆる生活のヒントがこの「家庭科」という教科の中に詰まっています。 

　100年の人生を歩んでいくと言われる私たち。あらためて、家庭科を通して自分の生活に関わる家族や社会の仕

組みについて一緒に学んでみませんか?

　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４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実施していきます。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。

◎募集案内　令和３年12月１日（水）から宮前市民館で配布します。

◎募集期間　令和４年１月６日（木）～１月21日（金）17時必着

〈企画提案会〉

　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４年２月20日（日）　午前or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。

日　時：令和４年１月６日～２月３日（木）・５日（土）　10時～12時　全６回

対　象：関心のある人20人（来館は12人まで・オンライン受講可）

会　場：宮前市民館　

費　用：無料

申　込：12月15日（水）10時から宮前市民館へ直接、電話、ホームページで。（先着順）

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。

男女平等推進学習

家庭科があなたを救う
～生活のヒントは教科書に書かれている～

市民エンパワーメント研修

スマホボランティアになりませんか？
～スマホを教えるグループをつくろう～

　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のDVDを鑑賞し、「いじめ」について考え、

意見交換をします。

日　時：令和４年２月19日（土）13時～16時

場　所：宮前市民館

定　員：区内在住・在勤の中学生以上　50人

費　用：無料

申　込：12月20日から令和４年２月５日までに、区役所、市民館などで配布するチラシ裏面の応募用紙に記入し、

直接かFAXで。［抽選］

主　催：宮前区地域教育会議

宮前区地域教育会議

教育を語るつどい
　　　　　　－いじめ撲滅を目指して－

市民自主学級・市民自主企画事業

市民による提案を募集します！

令　和
３年度 

←ホームページはこちら

←ホームページはこちら

★★　☆スマホ相談会やります☆
　令和４年２月17日に、この講

座の受講者が主体となりスマホ相

談会を開催する予定です（予約

制）。興味のあるスマホ初心者の

方はぜひご参加ください。詳細は

１月以降にチラシやメールマガジ

ン等でお知らせします。

（2） （3）



月　日 内　　容 講　　師回

① １月６日（木）
オリエンテーション

これからの学習について

家族ってなに？② １月13日（木）
なごみ法務事務所

司法書士　高原　晶子

横浜国立大学　日本家庭科教育学会会長

堀内　かおる

職員

住まいを考えるタイミングとポイント

介護は誰がする？

生活のヒントは教科書に書かれている

③ １月20日（木）
住まいと暮らしのコンシェルジュ

加藤　直子

レストア川崎地域包括支援センター
内山　信隆④ １月27日（木）

⑤ ２月３日（木）

イキメン研究所

野村　幸平
個性とお互いを認め合う社会へ
～男女共同参画社会をめざして～

⑥ ２月５日（土）

日時・会場 内　　容 講　　師回

①
１月20日（木）13時～15時

視聴覚室

自己紹介
スマホのトラブル・セキュリティ対策
タブレットについて

②
１月27日（木）15時半～17時半

視聴覚室

スマホ初心者は何が分からないのか、

つまずくポイント

川崎スマートライフ推進会

副理事長　南村　悟

２月３日（木）13時～15時

視聴覚室

シニアへの教え方のコツ

AndroidとiPhoneの違い

２月10日（木）13時～15時

視聴覚室

スマホカフェの紹介

次回に向けて ITみやまえ

代表　田代　高是２月17日（木）13時～15時

大会議室
スマホ相談会を開いてみよう

２月24日（木）13時～15時

大会議室

前回の振り返り

グループ化の流れと今後について
職員

③

④

⑤

⑥

　現代において多くの人が利用しているスマートフォン（スマホ）は、便利な機能

を備え、生活を豊かにしてくれます。しかし、特にシニア世代など、初めての人に

とっては使いこなすのが難しいことも。

　スマホの使い方が分からなくて困っている人のために、ボランティアとして活動

しませんか？

　この講座を受講したメンバーで、地域でスマホを教えるグループを結成します。

【こんな人におすすめ】

・基本的なスマホの使い方は分かるけど、もっと勉強して人に教えられるよう

になりたい

・スマホを教えるボランティアとして地域で活動したい。

日　時：令和４年１月20日～２月24日（木）13時～15時

　　　　※１月27日のみ15時半～17時半　全６回

対　象：スマホの基本操作ができ、地域でスマホを教える活動をしたい方　15人

会　場：宮前市民館　視聴覚室、大会議室

費　用：無料

申　込：12月15日（水）10時から直接・電話・ホームページで。（先着順）

　「家庭科」で何を習ったか覚えていますか？まず、料理や裁縫などが思い浮かぶと思いますが、それ以外にも法律、

福祉、経済に関するものなど、あらゆる生活のヒントがこの「家庭科」という教科の中に詰まっています。 

　100年の人生を歩んでいくと言われる私たち。あらためて、家庭科を通して自分の生活に関わる家族や社会の仕

組みについて一緒に学んでみませんか?

　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４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実施していきます。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。

◎募集案内　令和３年12月１日（水）から宮前市民館で配布します。

◎募集期間　令和４年１月６日（木）～１月21日（金）17時必着

〈企画提案会〉

　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４年２月20日（日）　午前or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。

日　時：令和４年１月６日～２月３日（木）・５日（土）　10時～12時　全６回

対　象：関心のある人20人（来館は12人まで・オンライン受講可）

会　場：宮前市民館　

費　用：無料

申　込：12月15日（水）10時から宮前市民館へ直接、電話、ホームページで。（先着順）

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。

男女平等推進学習

家庭科があなたを救う
～生活のヒントは教科書に書かれている～

市民エンパワーメント研修

スマホボランティアになりませんか？
～スマホを教えるグループをつくろう～

　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のDVDを鑑賞し、「いじめ」について考え、

意見交換をします。

日　時：令和４年２月19日（土）13時～16時

場　所：宮前市民館

定　員：区内在住・在勤の中学生以上　50人

費　用：無料

申　込：12月20日から令和４年２月５日までに、区役所、市民館などで配布するチラシ裏面の応募用紙に記入し、

直接かFAXで。［抽選］

主　催：宮前区地域教育会議

宮前区地域教育会議

教育を語るつどい
　　　　　　－いじめ撲滅を目指して－

市民自主学級・市民自主企画事業

市民による提案を募集します！

令　和
３年度 

←ホームページはこちら

←ホームページはこちら

★★　☆スマホ相談会やります☆
　令和４年２月17日に、この講

座の受講者が主体となりスマホ相

談会を開催する予定です（予約

制）。興味のあるスマホ初心者の

方はぜひご参加ください。詳細は

１月以降にチラシやメールマガジ

ン等でお知らせします。

（2） （3）



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20日（月）・12月29日（水）～１月３日（月）・１月17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

11月26日～
　　12月１日

第15回
フォトコンテスト

宮前区役所
地域振興課

12月11日～
　　12月12日

宮崎６丁目自治会

12月17日～
　　12月23日
（20日を除く）

日曜アトリエ

１月15日～
　　１月16日

令和3年度 第29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

１月21日～
　　１月26日

宮前写真倶楽部

宮前区役所
地域振興課

12月４日～
　　12月５日

宮前地区青少年作品展
入賞作品展示会

宮崎６丁目ふれあい
文化祭

日曜アトリエ展

宮前写真倶楽部
作品展

 「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！今年の夏は新型コロナウイルス感染症

の影響で開催中止となってしまっため、冬に一部の企画を開催する予定です。

感染症対策のため、事前予約制で行います。

　詳細は12月１日から掲載するホームページやチラシ、またメールマガジ

ンでお知らせします。

▼将棋…大人に挑戦だ！

▼シュロバッタづくり…シュロの葉でバッタをつくろう（小学３年生以上）

▼オリジナル缶バッジをつくろう ! !

▼豆はこび…上手にはしを使えるかな？

▼まんげきょうづくり

▼絵本の読み聞かせ

▼ヨーヨーつり放題!!…持ち帰りは釣った中からひとつ

▼合気道に挑戦! !…護身術とチャンバラ遊びも

▼メロー・コスミンと記念写真をとろう！　

▼ジャグリングに挑戦 ! !

日　時：令和４年１月23日（日）、29日（土）10時～15時

会　場：宮前市民館

費　用：無料（材料費がかかる場合があります）

申　込：12月16日（木）10時から電話で。

※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
↓

今年度も気軽に体験できる講座をご用意しました。日
本文化やアートに触れてみませんか？

会場はすべて宮前市民館

【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/AuhHxTFZAkxNeamg6→

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４年２月３日（木）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 →

２月22日（火）

13時半～15時半

４階　和室

「きもの着付け」

卒業式、入学式に着る

着物と帯

定員20名　無料

着物、帯、帯あげ
帯じめ、長襦袢、下
着、足袋、タオル、帯
板、腰ひも３～４本、
帯まくら、コーリンベ
ルト

13時半から15時半の間
にお越しください。
当日、どちらを作るか
決めてください。

小林芳子

２月22日（火）

13時半～15時半

３階　視聴覚室

「大正琴教室」

身近な童謡を弾いてみ

ましょう

定員10名　無料

筆記用具
田邉雪寿
（琴伝流）

①２月24日（木）

②３月８日（火）

　14時～15時半

　１階　体育室

「みんなのフラ」

基本ステップの練習後、

短めの曲を１曲踊りま

す。

定員20名　500円

動きやすい服装（お持
ちの方はパウスカート）、
水分
お子様連れOK（保育な
し）、初心者・経験者・
運動不足の方、どなた
様も安心してご参加く
ださい。

加賀尾元美

①２月28日（月）

　14時～16時

②３月14日（月）

　10時～12時

　13時～15時

　４階　和室

「テーブルで楽しむ茶道」

定員　各回５名

1,000円

ソックス
長谷川宗江
（裏千家）

３月８日（火）

13時半～15時半

３階　視聴覚室

「華道」

柴山古流・縁山流

定員10名　1,000円

花ばさみ、持ち帰り用
の袋

沼田冷笑

３月８日（火）

13時半～15時半

３階　視聴覚室

「華道」

草月流

定員10名　1,000円

花ばさみ、持ち帰り用
の袋

渡辺珠菜

３月８日（火）

13時半～15時半

　　　　　受付

３階　視聴覚室

「水引工芸」

定員10名

かぶと　　1,500円

鯉のぼり　1,300円

島崎蓉子

講座名・定員 講座名・定員 持ち物・備考講師

←ホームページはこちら

冬も
あそぼう！

こんなあそびがあるよ

宮前区文化協会
みやまえ文化講座

［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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