
貸館再開のお知らせ

①「t-kawasaki@sg-p.jp」に空メールを送信

（右のQRコードからメール送信画面を

　開くことができます）

②届いたメールに記載されたURLをクリック

③利用規約を確認

④配信カテゴリの中から

　　　　「宮前市民館メールマガジン」　を選択

⑤入力内容を確認し、

　　　　「登録」　ボタンをクリック

※迷惑メール対策等で受信拒否設定をされている場

合は「kawasaki@sg-p.jp」からのメールを受信で

きるように設定をお願いします。

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16日（月）・６月20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

５月６日～
　　５月10日

カフェみやまえ展 カフェみやまえ

５月13日～
　　５月18日
（16日を除く）

めぐみちゃんと家族の
メッセージ～写真展

市民文化局
人権・男女共同参画室

５月20日～
　　５月25日

青彩会作品展 青彩会

５月27日～
　　６月１日

宮前写真研究会
　　　第28回作品展

宮前写真研究会

　夏休みに子どもを対象とした「夏休み子どもあそびランド2022」を開催

します。

　市民館の一部を開放し、地域のシニア、親子、中高生、外国人市民、障が

いを持つ方など、みんなが一緒になっていろいろな「あそび」を通じて交流

するイベントです。

　子どもたちにあそびを教えてくれる「あそびの達人」を募集します！参加

を希望する団体やサークル、個人は宮前市民館にお申し込みください。

※応募者多数の場合は、企画委員会で調整をさせていただきます。

対　象：ものづくりや体験など、様々なあそびを子どもたちに

　　　　教えてくれる特技や技術をお持ちの方で、８月20日、

　　　　21日のどちらかに参加可能な方

日にち：令和４年８月20日（土）、21日（日）

会　場：宮前市民館　他

申　込：５月27日（金）までに市民館などで配布する申込用

　　　　紙を直接。応募多数の場合、選考。

※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、開催する男女平等について考える講座の

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27日（金）までに電話か直接宮前市民館へ

　ワクチン接種のため、一部貸出を停止してお

りましたが、終了に伴い、５月14日（土）以降、

通常通り、全施設が使用できるようになりました。

　ご利用の皆様には長期間にわたり、ご理解、

ご協力いただきありがとうございました。

　再開会場：第３会議室、第４会議室、実習室、

　　　　　　料理室、児童室

宮前市民館メールマガジン
登録方法

講座やイベントなどの情報を
配信しています♪

夏休みの思い出を子どもたちと楽しくつくりませんか？

一緒にイベントを盛り上げましょう
申　込：随時、直接か電話で

企画運営委員も募集中！

企画委員募集

［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「t-kawasaki@sg-p.jp」に空メールを送信　②届いたメールに記載されたURLをクリック

③利用規約確認後、配信カテゴリの中から「宮前市民館メールマガジン」を選択→登録情報を入力→「登録」ボタンをクリック



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

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

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

Let’s Enjoy Your Song

～みんなでうたおう!!～

宮前うたおう会 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６回

③関心のある40人

夏秋冬

火

午前

みやまえ歴史探求会 みやまえ歴史探求会 ①宮前区内に残る民間伝承とそれに纏わる地域、遺跡を知り、

地元の歴史を学ぶ場を提供する。

②オンライン講義、現地見学、講義３回開催

③現役世代およびその子ども

夏秋冬

土日

午後・夜間

市民自主企画事業

市民自主学級

●市民自主学級・市民自主企画事業って何？

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、時間・回数に定めはなく、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４年度は次の３団体（学級１、企画事業２）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、メールマガジン、

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！

　宮前図書館の自動貸出機の隣に、その時々

の市民館のイベントや講座に関連する本を集

めたコーナーができました。

　あなたの興味・関心を広げるきっかけにし

たり、学びを深めたりすることができますよ。

　ぜひ、市民館コーナーをご活用ください！

　お子さんや保護者の方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、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。

対　象：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

修理対象となるおもちゃ：（先着20件程度）

①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

②子どもが乗って遊ぶおもちゃや人形のようなもの

　電子ゲームや布製品など対象外のおもちゃもあります。

会　場：宮前市民館

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：開院日の８時半から次回の予約を電話で受け付けます。（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。

おもちゃ病院

「こわれているけれど、直ったら誰かに使ってほしいな」そんなおもちゃを直し

て区内の子育て支援施設等に寄付します。ご提供いただけるおもちゃをお持ちの

方は、修理予約時にお知らせください。

宮前図書館に
市民館コーナーができました！

おもちゃ

なおします

令和４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！

（2） （3）
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