
お申込み・お問い合わせは、特別に表記のない限り、宮前市民館（044-888-3911）となります。

また、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。

市民ギャラリーの

利 用 案 内

次回の発行は10月１日です

　みやまえ子育てフェスタ（通称子フェスタ）は乳幼児を持つママ・

パパへの情報発信と、子育てに関わる地域の団体との出会いと交流の

場として毎年開催しており、今年で21回目となります。

日　時：10月22日（土）10時～15時

会　場：宮前市民館　全館

日　時：９月24日（土）10時から30～40分

会　場：宮前市民館　視聴覚室

出　演：フェリーチェ・マム

対　象：25人　家族単位で申込可。

　　　　障がいのあるお子さんを対象とした回が別にございます。

　　　　詳細は市民館までお問い合せください。

申　込：９月15日（木）10時から電話で【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。

宮前市民館ギャラリー

展示期間 催し物 団体名

９月２日～
　　９月７日

宮前みずえ会作品展 宮前みずえ会

９月９日～
　　９月14日

特別自治市パネル展
総務企画局
都市政策部

９月17日～
　　９月19日

アートスタジオ
みやまえ展

アートスタジオ
みやまえ

９月23日～
　　９月28日

新神木写真サークル展 新神木写真サークル

９月30日～
　　10月５日

宮前写真倶楽部写真展 宮前写真倶楽部

10月７日～
　　10月12日

木工作品展
ウッディクラフト
倶楽部

みやまえ子育てフェスタ2022

０歳からのファミリーコンサート０歳からのファミリーコンサート

～ゆっくり深呼吸、心のマスクをはずそうよ～～ゆっくり深呼吸、心のマスクをはずそうよ～

ソプラノ・ヴァイオリン・ピアノによる、０歳から楽しめる
家族のためのコンサートです!

子フェスタ広場での
メロコス体操より（7/10）

詳細は市民館ホームページや
後日発行するチラシをご覧ください。

　市内で活動している市内在住または在勤者の

団体が、作品の展示に利用できます。

　利用料金は無料です。

　利用申込の抽選は、３か月分をまとめて年４

回行います。

　次回は10月13日(木)に令和５年４、５、６月

分を受け付けます。

　申込を希望される方は当日、受付を済ませ、

指定場所までお越しください。

(午前９時半受付開始)

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…９月20日（火）・10月17日（月）

●市民館の開館時間
　９時～21時（平常時）

●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）
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日　時：10月23日（日）10時～12時

対　象：区内在住の方　20人　　　　

　　　　お子さん、お孫さんと一緒に申し込めます。（おひとりでも参加できます）。

講　師：天 台 宗 威 徳 山 影 向 寺　加藤　浩照　住職

　　　　教育委員会生涯学習部文化財課　栗田　一生

コース：梶ケ谷駅集合→西福寺古墳→影向寺（少雨決行） 

費　用：保険に係る費用　１人100円　

申　込：９月21日（水）10時からホームページで（先着順）　

日　時：10月６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：向丘出張所　２階会議室

費　用：無料

申　込：９月15日（木）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。

　　　　向丘出張所では申込を受付しておりません。

今後の開催予定（年内）…12月１日（木）（宮前市民館）

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。

　宮前市民館は、市民講師として皆さんのこれまでの経験や知識や技能等を、地域の人たちと

共有し、役立てる機会として今年度より市民講師活用事業を開始します。

　事業の実施、日程、内容や実施の形態などについて、市民館職員と相談の上、決定しますので、

ご希望に添えない場合もございます。

市民講師の例

例　昔の戦争体験について、子どもたちに伝えたい　

　　折り紙について、子どもに教えたいなど

市民講師の条件

　講師謝礼は原則として無報酬となります。

　営利行為、政治行為、宗教的行為につながるものや公序良俗に反するなど不適当とされる

内容は対象外となります。

スマホボランティアによる「スマホ相談会」
みやまえ歴史探求会 10月ウォーキングツアー

古墳にこーふん！

宮前は古墳の王国だった！

宮前区では、実は古墳が多く発見されています。
地域の古墳と古寺を実際に歩いてみませんか。

市民自主企画事業

スマホの基本操作などの相談にのります。10月は向丘出張所で開催！

随時募集
～あなたの経験・知識・技能を地域に活かせませんか～

市民講師募集します!　

↑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

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

④「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「t-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。

（2） （3）
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