
次回の発行は９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…７月19日（火）・８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

　「夏休み子どもあそびランド」は、市民館全館で地域の皆さんが「あそび」を通じて交流する一大イベント！一緒に
夏の思い出をつくりましょう！
※感染症対策のため、事前予約制です。
プログラムや申込方法など、詳細はホームページやチラシをご確認ください。

日　時：８月20日（土）、21日（日）10時～15時
会　場：宮前市民館　全館
費　用：無料（材料費がかかる場合があります）

　あそびランド当日に、一緒にコーナーを楽しく盛り上げてくださ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。

対　象：中学生以上の方、各時間　20人
日　時：８月20日（土）、21日（日）９時～12時、12時～15時
その他：半日単位からの参加です。
申　込：８月５日（金）までに直接・電話・ホームページで。

　あそびランドのサポーターをもっと楽しみたい方向けの講座です。当日の動きを知り、学んだことを実践して「あそ
びランド」を楽しみながら盛り上げましょう。受講者には、あそびランド当日のボランティア活動証明書に加え、当講
座の修了証を発行します。

対　象：講座終了後、８月20日（土）、21日（日）に開催する「夏休み子どもあそびランド」で、
サポーターとして参加できる中学・高校・大学生　15人

　　　　※まだサポーターの申込をされていない方は、併せてお申込みください。
日　時：８月３日（水）、４日（木）10時～12時
会　場：宮前市民館
申　込：７月15日（金）10時から直接・電話・ホームページで

　中高生の皆さん！「市民館」って知ってますか？川崎市では、公民館を市民館と呼んでいます。

　あまりなじみがないかもしれないけど、いつもと違う仲間と一緒に、今しかできないことを地元でやってみるチャン

スがここにあります。今回は、子ども対象のイベントで一緒に活動してくれる仲間を募集します。

　一歩踏み出して、ちょっと１回参加してみない？

時　間：10時～12時・他

対　象：子ども対象のボランティア活動に関心のある中高生など　20人

会　場：宮前市民館・平小学校

費　用：無料

申　込：７月15日（金）10時から直接・電話・ホームページで。（先着順）

　　　　７月19日（火）は休館日になります。電話及び来館でのお申し込みはできません。ご了承ください。

※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
↓

宮前市民館ギャラリー

展示期間 催し物 団体名

７月１日～
　　７月３日

７月８日～
　　７月10日

造形教室
アトリエチビ作品展

造形教室
アトリエチビ

子フェスタ広場

総合教育センター

みやまえ
子育てフェスタ
企画委員会

７月15日～
　　７月20日
７月19日は休館日

教科用図書展示会

趣味の作品展
宮前区
老人クラブ連合会

７月22日～
　　７月27日

2022・宮前区原爆展
原水爆禁止
宮前区協議会

８月５日～
　　８月10日

第23回響け！みやまえ
太鼓ミーティング

宮前区役所
地域振興課

８月26日～
　　８月27日

回 月 タイトル 講　師 タイトル 講　師回 月日 日曜日 曜日
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日 meet up with friends、学校だけじゃない仲間

体験！夏休み子どもあそびランド 職員

職員

ほどがや市民活動センター

北川　有紀

　北川　有紀

set a goal、楽しみ方は自分次第！

振り返って見えて来るものがある

準備はぬかりなく

いざ本番！みんなの校庭プロジェクト

change mindset、新たな一歩をふみ出そう！

日

土

日

宮前市民館発、地元アドベンチャー！ ～イベントを楽しもう！

夏休み子どもあそびランド2022

あそびランドをもっと楽しむ・サポーター養成講座

★講座内容と申込方法について、詳しくチラシ（宮前市民館に配架）、Facebookにて
　https://m.facebook.com/miyamae.bunka

【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、下記の宛先まで。
②申し込みフォームから　https://forms.gle/3mFaBomZXiwuwwy28

【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】７月15日（金）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）

会場はすべて宮前市民館

７月26日（火）

13時半～15時半

４階　和室

「テーブルで楽しむ茶道」

定員10人

おとな1,000円、こども500円

長谷川宗江

（裏千家）

ソックス

（茶室のため）

７月28日（木）

13時半～15時半

１階 体育室

８月３日（水）

13時半～15時半

４階 和室

８月３日（水）

13時半～15時半

４階 第４会議室

８月３日（水）

13時半～15時

４階 第４会議室

「盆踊り～向丘小唄」

浴衣を着て、楽しく盆踊りを

踊りましょう。

定員10人

無料

華道　柴山古流・縁山流

「夏の花でたのしむ」

定員10人

材料費1,000円

「粘土のカメオブローチ」

素敵なカメオ・かわいい猫のカ

メオブローチ、２個作ります♪

定員８人

材料費1,000円

「お茶を楽しむこども講座」

定員10人

おとな1,000円、こども500円

若柳麗

沼田冷笑

菊池美砂子

茅根宗啓

（表千家）

お持ちの方は、浴衣、
帯、足袋、腰ひも、
伊達〆め
洋服のままでもＯＫ
お子様だけ参加可で
すが、保護者の方は
見学をお願いします。

①７月26日（火）

②８月３日（水）

13時半～15時半

４階 第４会議室

「伝統工芸水引」

秋の花・コスモスを作りましょう

定員10人

材料費500円

島崎蓉子 なし

①７月27日（水）

②８月２日（火）

13時半～15時半

４階 和室

「着付け講座」

浴衣を着て、変わり帯結びを

結んでみましょう。

（着物でも可）

定員10人

無料

小林芳子

浴衣、帯、タオ

ル２枚、下着、

腰ひも３～４本、

コーリンベルト

７月26日（火）

13時半～15時半

４階 第４会議室

華道　草月流

「いけばなってなーに？」

定員10人

材料費1,000円

渡辺珠菜
花ばさみ、持ち

帰り用の袋

ハワイアンリボンレイ

「フォトフレームレイ」

定員10人

材料費1,000円

中野むつみ

筆記用具

所要時間90分程度

小学３年生以上

一人参加OK

花ばさみ、持ち

帰り用の袋

ソックス

（茶室のため）

８月５日（金）

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人

無料

田邉雪寿

（琴伝流）
筆記用具

なし

小学生以上、

一人参加OK

日時、会場 講師 持ち物・備考講座名、定員、費用 日時、会場 講師 持ち物・備考講座名、定員、費用

夏休み こども講座令和４年度
夏休みの自由研究に♪

大人の方だけの参加も歓迎

↑文化協会 Facebook

↑申し込みフォーム

↑ホームページはこちら

↑ホームページはこちら

［回覧］読み終わりましたらお隣へお回しください。 （1）（4）

第242号　令和４年(2022年)７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「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

夏休み子どもあそびランド2022・サポーター募集



　親子やお孫さんと参加できる夏休みの地元歴史オンライン講座です。宮前区内の古墳の面白解説など、

歴史のことが学べます。もちろん大人おひとりでも参加できます。

　夏休みの宿題にもいかがでしょうか？

日　　時：８月４日（木）19時～20時（希望者30分延長あり）

対　　象：区内在住の方　15組 

　　　　　お子さん、お孫さんとご一緒大歓迎（おひとりでも参加できます。）

案 内 役：佐藤　貴房（イラストレーター・みやまえ歴史探求会代表）

開催方法：オンラインアプリ Zoomでの開催

・Zoomを使った講座となるため、各ご家庭でPC又はスマートフォンにてZoomの利用登録をお

願いします。

・参加者が利用する端末の通信料金は参加者の負担となります。

・ネットワーク環境によって音声や画像が乱れる可能性があります。

・本講座の録音・録画及び、資料の転載等は不可となります。

費　　用：無料

申　　込：７月15日（金）10時からホームページで。（先着順）

※本講座後もまち歩きや専門家のお話を聞く会などを企画中です。

　宮前区は市内でも比較的自然に富み、歴史的な遺産も存在しますが、人口流入も多くそれらが失われつ

つあります。仲間とともに町の文化を知るとともに、健康増進のために歩きながら現地見学をして、参加

者同士で交流しながら楽しく学んでみませんか。

日　時：９月25日、10月９日、30日、11月13日、27日、12月11日の日曜日（予定)

10時～12時、全６回

場　所：宮前市民館　他

対　象：市内在住・在勤・在学で、関心のある方　30人

費　用：無料。但し保険料・資料代として200円が必要。他に一部、希望により有償の資料あり　300円程度。

申　込：８月25日（木）10時から宮前市民館へ直接、電話、ホームページで。（先着順）

　スマホの基本操作、LINE、カメラなどの相談に乗ります！！

日　時：８月４日（木）

　　　　①13時半～14時／②14時15分～14時45分／③15時～15時半　（各回６人）

会　場：宮前市民館　第４会議室

費　用：無料

申　込：７月15日（金）10時～　直接・電話で（先着順）

　　　　申込時に、お名前・年代・連絡先・相談内容・スマホの種類、形式を伝えてください。

今後の開催予定：９月１日、12月１日（宮前市民館）／10月６日（向丘出張所）

　　　　　　　　申込み受付開始日はホームページ・チラシ等で別途ご案内します。

withコロナでの初めての子（孤）育て、不安や悩みを１人で抱えていませんか？
子どもと自分のミ・カ・タを一緒に広げましょう。

期　間：９月１日～12月15日（木）、12月13日（火）

　　　　11月３日、12月８日を除く　全15回

時　間：10時～12時 

対　象：平成31年４月２日～令和３年４月１日生まれの第一子を持つ保護者　12人

会　場：宮前市民館　他 

保　育：別室保育　８人（第一子のみ・先着順）　※お子様連れでも参加できます。

費　用：雑費200円　子ども１人につき保険に関わる費用800円

申　込：７月15日（金）10時から　直接またはホームページで。（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。

市民自主学級

市民自主企画事業

みやまえ歴史探求会 8月オンライン講座

「古墳にこーふん！宮前は古墳の王国だった！」

スマホボランティアによる「スマホ相談会」

宮前親子学級
― 広げよう！私と子どものミ・カ・タ ― 

日にち タ イ ト ル 講師・助言者など回

① ９月１日（木） オリエンテーション 子育て支援ボランティア「あおぞら」

川崎市西部地域療育センター
大野　伸之

子育て支援ボランティア「あおぞら」

帝京大学客員教授　 
 　　杉本　真理子

② ９月８日（木） 仲間を知ろう 宮前おやこの会「おひさま」

宮前おやこの会「おひさま」

宮前おやこの会「おひさま」

宮前おやこの会「おひさま」

公認心理師・臨床心理士　　
牧野　文

元・幸市民館社会教育指導員
　　　　           　　山田　悦子

子育て支援ボランティア「あおぞら」

日本スクールソーシャルワーク協会
入海　英里子

宮前おやこの会「おひさま」

宮前おやこの会「おひさま」

宮前おやこの会「おひさま」

③ ９月15日（木） こんな街いいな♪１　（グループワーク）

④ ９月22日（木） こんな街いいな♪２　（グループワーク）

⑤ ９月29日（木） 子どもの見方を知って味方になろう

⑥ 10月６日（木） 子どもを「見守る」ってなに？

⑦ 10月13日（木） 子ども本来の姿を見る　映画「アリサ」鑑賞

⑧ 10月20日（木） 「アリサ」から見た子どもの発達

⑨ 10月27日（木） 今までの振り返り　先輩ママに聞いてみよう

⑩ 11月10日（木） 「境界線をもつ」ってどんなこと？

⑪ 11月17日（木） つながっていく大切さ

⑫ 11月24日（木） みんなで見守ろう ～外遊び～

⑬ 12月１日（木） 子どもたちの様子を知る（保育ビデオ）

⑭ 12月13日（火） 地域で味方を作ろう

⑮ 12月15日（木） 文集作り　ここからつながろう

（年内）

↑ホームページはこちら

↑ホームページはこちら

↑ホームページはこちら

（2） （3）

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。



　親子やお孫さんと参加できる夏休みの地元歴史オンライン講座です。宮前区内の古墳の面白解説など、

歴史のことが学べます。もちろん大人おひとりでも参加できます。

　夏休みの宿題にもいかがでしょうか？

日　　時：８月４日（木）19時～20時（希望者30分延長あり）

対　　象：区内在住の方　15組 

　　　　　お子さん、お孫さんとご一緒大歓迎（おひとりでも参加できます。）

案 内 役：佐藤　貴房（イラストレーター・みやまえ歴史探求会代表）

開催方法：オンラインアプリ Zoomでの開催

・Zoomを使った講座となるため、各ご家庭でPC又はスマートフォンにてZoomの利用登録をお

願いします。

・参加者が利用する端末の通信料金は参加者の負担となります。

・ネットワーク環境によって音声や画像が乱れる可能性があります。

・本講座の録音・録画及び、資料の転載等は不可となります。

費　　用：無料

申　　込：７月15日（金）10時からホームページで。（先着順）

※本講座後もまち歩きや専門家のお話を聞く会などを企画中です。

　宮前区は市内でも比較的自然に富み、歴史的な遺産も存在しますが、人口流入も多くそれらが失われつ

つあります。仲間とともに町の文化を知るとともに、健康増進のために歩きながら現地見学をして、参加

者同士で交流しながら楽しく学んでみませんか。

日　時：９月25日、10月９日、30日、11月13日、27日、12月11日の日曜日（予定)

10時～12時、全６回

場　所：宮前市民館　他

対　象：市内在住・在勤・在学で、関心のある方　30人

費　用：無料。但し保険料・資料代として200円が必要。他に一部、希望により有償の資料あり　300円程度。

申　込：８月25日（木）10時から宮前市民館へ直接、電話、ホームページで。（先着順）

　スマホの基本操作、LINE、カメラなどの相談に乗ります！！

日　時：８月４日（木）

　　　　①13時半～14時／②14時15分～14時45分／③15時～15時半　（各回６人）

会　場：宮前市民館　第４会議室

費　用：無料

申　込：７月15日（金）10時～　直接・電話で（先着順）

　　　　申込時に、お名前・年代・連絡先・相談内容・スマホの種類、形式を伝えてください。

今後の開催予定：９月１日、12月１日（宮前市民館）／10月６日（向丘出張所）

　　　　　　　　申込み受付開始日はホームページ・チラシ等で別途ご案内します。

withコロナでの初めての子（孤）育て、不安や悩みを１人で抱えていませんか？
子どもと自分のミ・カ・タを一緒に広げましょう。

期　間：９月１日～12月15日（木）、12月13日（火）

　　　　11月３日、12月８日を除く　全15回

時　間：10時～12時 

対　象：平成31年４月２日～令和３年４月１日生まれの第一子を持つ保護者　12人

会　場：宮前市民館　他 

保　育：別室保育　８人（第一子のみ・先着順）　※お子様連れでも参加できます。

費　用：雑費200円　子ども１人につき保険に関わる費用800円

申　込：７月15日（金）10時から　直接またはホームページで。（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。

市民自主学級

市民自主企画事業

みやまえ歴史探求会 8月オンライン講座

「古墳にこーふん！宮前は古墳の王国だった！」

スマホボランティアによる「スマホ相談会」

宮前親子学級
― 広げよう！私と子どものミ・カ・タ ― 

日にち タ イ ト ル 講師・助言者など回

① ９月１日（木） オリエンテーション 子育て支援ボランティア「あおぞら」

川崎市西部地域療育センター
大野　伸之

子育て支援ボランティア「あおぞら」

帝京大学客員教授　 
 　　杉本　真理子

② ９月８日（木） 仲間を知ろう 宮前おやこの会「おひさま」

宮前おやこの会「おひさま」

宮前おやこの会「おひさま」

宮前おやこの会「おひさま」

公認心理師・臨床心理士　　
牧野　文

元・幸市民館社会教育指導員
　　　　           　　山田　悦子

子育て支援ボランティア「あおぞら」

日本スクールソーシャルワーク協会
入海　英里子

宮前おやこの会「おひさま」

宮前おやこの会「おひさま」

宮前おやこの会「おひさま」

③ ９月15日（木） こんな街いいな♪１　（グループワーク）

④ ９月22日（木） こんな街いいな♪２　（グループワーク）

⑤ ９月29日（木） 子どもの見方を知って味方になろう

⑥ 10月６日（木） 子どもを「見守る」ってなに？

⑦ 10月13日（木） 子ども本来の姿を見る　映画「アリサ」鑑賞

⑧ 10月20日（木） 「アリサ」から見た子どもの発達

⑨ 10月27日（木） 今までの振り返り　先輩ママに聞いてみよう

⑩ 11月10日（木） 「境界線をもつ」ってどんなこと？

⑪ 11月17日（木） つながっていく大切さ

⑫ 11月24日（木） みんなで見守ろう ～外遊び～

⑬ 12月１日（木） 子どもたちの様子を知る（保育ビデオ）

⑭ 12月13日（火） 地域で味方を作ろう

⑮ 12月15日（木） 文集作り　ここからつながろう

（年内）

↑ホームページはこちら

↑ホームページはこちら

↑ホームページはこちら

（2） （3）

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。



次回の発行は９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…７月19日（火）・８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

　「夏休み子どもあそびランド」は、市民館全館で地域の皆さんが「あそび」を通じて交流する一大イベント！一緒に
夏の思い出をつくりましょう！
※感染症対策のため、事前予約制です。
プログラムや申込方法など、詳細はホームページやチラシをご確認ください。

日　時：８月20日（土）、21日（日）10時～15時
会　場：宮前市民館　全館
費　用：無料（材料費がかかる場合があります）

　あそびランド当日に、一緒にコーナーを楽しく盛り上げてくださ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。

対　象：中学生以上の方、各時間　20人
日　時：８月20日（土）、21日（日）９時～12時、12時～15時
その他：半日単位からの参加です。
申　込：８月５日（金）までに直接・電話・ホームページで。

　あそびランドのサポーターをもっと楽しみたい方向けの講座です。当日の動きを知り、学んだことを実践して「あそ
びランド」を楽しみながら盛り上げましょう。受講者には、あそびランド当日のボランティア活動証明書に加え、当講
座の修了証を発行します。

対　象：講座終了後、８月20日（土）、21日（日）に開催する「夏休み子どもあそびランド」で、
サポーターとして参加できる中学・高校・大学生　15人

　　　　※まだサポーターの申込をされていない方は、併せてお申込みください。
日　時：８月３日（水）、４日（木）10時～12時
会　場：宮前市民館
申　込：７月15日（金）10時から直接・電話・ホームページで

　中高生の皆さん！「市民館」って知ってますか？川崎市では、公民館を市民館と呼んでいます。

　あまりなじみがないかもしれないけど、いつもと違う仲間と一緒に、今しかできないことを地元でやってみるチャン

スがここにあります。今回は、子ども対象のイベントで一緒に活動してくれる仲間を募集します。

　一歩踏み出して、ちょっと１回参加してみない？

時　間：10時～12時・他

対　象：子ども対象のボランティア活動に関心のある中高生など　20人

会　場：宮前市民館・平小学校

費　用：無料

申　込：７月15日（金）10時から直接・電話・ホームページで。（先着順）

　　　　７月19日（火）は休館日になります。電話及び来館でのお申し込みはできません。ご了承ください。

※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
↓

宮前市民館ギャラリー

展示期間 催し物 団体名

７月１日～
　　７月３日

７月８日～
　　７月10日

造形教室
アトリエチビ作品展

造形教室
アトリエチビ

子フェスタ広場

総合教育センター

みやまえ
子育てフェスタ
企画委員会

７月15日～
　　７月20日
７月19日は休館日

教科用図書展示会

趣味の作品展
宮前区
老人クラブ連合会

７月22日～
　　７月27日

2022・宮前区原爆展
原水爆禁止
宮前区協議会

８月５日～
　　８月10日

第23回響け！みやまえ
太鼓ミーティング

宮前区役所
地域振興課

８月26日～
　　８月27日

回 月 タイトル 講　師 タイトル 講　師回 月日 日曜日 曜日

１

２

３

４

５

６

７

９

10

11

11

４

２

６

27

日

日

日

日

８

８

８

７

14

20

21

日 meet up with friends、学校だけじゃない仲間

体験！夏休み子どもあそびランド 職員

職員

ほどがや市民活動センター

北川　有紀

　北川　有紀

set a goal、楽しみ方は自分次第！

振り返って見えて来るものがある

準備はぬかりなく

いざ本番！みんなの校庭プロジェクト

change mindset、新たな一歩をふみ出そう！

日

土

日

宮前市民館発、地元アドベンチャー！ ～イベントを楽しもう！

夏休み子どもあそびランド2022

あそびランドをもっと楽しむ・サポーター養成講座

★講座内容と申込方法について、詳しくチラシ（宮前市民館に配架）、Facebookにて
　https://m.facebook.com/miyamae.bunka

【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、下記の宛先まで。
②申し込みフォームから　https://forms.gle/3mFaBomZXiwuwwy28

【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】７月15日（金）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）

会場はすべて宮前市民館

７月26日（火）

13時半～15時半

４階　和室

「テーブルで楽しむ茶道」

定員10人

おとな1,000円、こども500円

長谷川宗江

（裏千家）

ソックス

（茶室のため）

７月28日（木）

13時半～15時半

１階 体育室

８月３日（水）

13時半～15時半

４階 和室

８月３日（水）

13時半～15時半

４階 第４会議室

８月３日（水）

13時半～15時

４階 第４会議室

「盆踊り～向丘小唄」

浴衣を着て、楽しく盆踊りを

踊りましょう。

定員10人

無料

華道　柴山古流・縁山流

「夏の花でたのしむ」

定員10人

材料費1,000円

「粘土のカメオブローチ」

素敵なカメオ・かわいい猫のカ

メオブローチ、２個作ります♪

定員８人

材料費1,000円

「お茶を楽しむこども講座」

定員10人

おとな1,000円、こども500円

若柳麗

沼田冷笑

菊池美砂子

茅根宗啓

（表千家）

お持ちの方は、浴衣、
帯、足袋、腰ひも、
伊達〆め
洋服のままでもＯＫ
お子様だけ参加可で
すが、保護者の方は
見学をお願いします。

①７月26日（火）

②８月３日（水）

13時半～15時半

４階 第４会議室

「伝統工芸水引」

秋の花・コスモスを作りましょう

定員10人

材料費500円

島崎蓉子 なし

①７月27日（水）

②８月２日（火）

13時半～15時半

４階 和室

「着付け講座」

浴衣を着て、変わり帯結びを

結んでみましょう。

（着物でも可）

定員10人

無料

小林芳子

浴衣、帯、タオ

ル２枚、下着、

腰ひも３～４本、

コーリンベルト

７月26日（火）

13時半～15時半

４階 第４会議室

華道　草月流

「いけばなってなーに？」

定員10人

材料費1,000円

渡辺珠菜
花ばさみ、持ち

帰り用の袋

ハワイアンリボンレイ

「フォトフレームレイ」

定員10人

材料費1,000円

中野むつみ

筆記用具

所要時間90分程度

小学３年生以上

一人参加OK

花ばさみ、持ち

帰り用の袋

ソックス

（茶室のため）

８月５日（金）

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人

無料

田邉雪寿

（琴伝流）
筆記用具

なし

小学生以上、

一人参加OK

日時、会場 講師 持ち物・備考講座名、定員、費用 日時、会場 講師 持ち物・備考講座名、定員、費用

夏休み こども講座令和４年度
夏休みの自由研究に♪

大人の方だけの参加も歓迎

↑文化協会 Facebook

↑申し込みフォーム

↑ホームページはこちら

↑ホームページはこちら

［回覧］読み終わりましたらお隣へお回しください。 （1）（4）

第242号　令和４年(2022年)７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「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

夏休み子どもあそびランド2022・サポーター募集


