
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。

次回の発行は２月１日です

　物価高が生活を直撃、円安も気になる、年金はきちんともらえるのか、そしてコロナ禍はこの先

どうなるのか、などなど…最近なにかと不安を感じませんか？

　「家計のバランスシート」「基礎から学べる！金融知識」「気になる！年金」などの講義から「お金」

に絡んだ不安の原因を少しでも知って、対応方法を考えてみませんか。

 さまざまな方向から「お金」を考えながら、「女性の貧困」「夫婦とお金の関係」「法律から見るジェ

ンダー問題」などを学び、普段意識しないところに意外と潜んでいるジェンダー（社会的性差）の問

題に触れていきます。

日　時：令和５年１月12日（木）～２月２日（木）・２月18日（土）・２月23日（木）～３月16日（木）　

　　　　10時～12時　全９回

対　象：関心のある方　20人

会　場：宮前市民館　第４会議室　

費　用：無料

保　育：１歳半以上の未就学児　８人（保険に係る費用900円）

申　込：12月15日（木）10時から直接、電話、ホームページで。（先着順）

日　時：令和５年１月15日（日）13時半～15時半

対　象：区内在住の方　35人（来館）　ZOOMによる聴講　65人　　　

講　師：東京医療保健大学　三舟　隆之　教授

費　用：無料

申　込：12月15日（木）10時からホームページで。（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

12月２日～
　　12月７日

宮前区保育園
こども作品展

宮前区保育総合支援担当

12月９日～
　　12月11日

書道教室千香作品展 書道教室千香

12月16日～
　　12月21日

てづくり絵本作品展 さぎぬま絵本同好会

１月14日～
　　１月15日

川崎市総合教育センター

①２月22日（水）
②２月28日（火）
13時半～15時半
４階　和室

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

小林芳子

「卒業式と入学式に着る

きものと帯結び」

定員各回10人　無料

２月22日（水）
13時半～15時
３階 視聴覚室

筆記用具
田邉雪寿
（琴伝流）

「大正琴教室」

定員10人　無料

２月28日（火）
13時半～15時半
４階 第４会議室

花ばさみ、持
ち帰り用の袋

沼田冷笑
（柴山古流・
　　縁山流）

「生花のアレンジ 

　　　　 ～ひな祭り」

定員15人　1,000円

２月28日（火）
13時半～15時
４階 第４会議室

ハサミ、筆記用具

ハワイアンリボンレイ

の技法で春色のチャー

ムを作ります。

中野むつみ

「ハワイアンリボンレイ

　　  ～チャーム作り」

定員10人　１個1,000円

２月28日（火）
13時半～15時
４階 第４会議室

花ばさみ、持
ち帰り用の袋

渡辺珠菜
（草月流)

「華道～春を楽しむ」

定員10人　1,000円

①３月２日（木）
②３月６日（月）
13時半～15時半
４階　和室

ソックス（茶室の

ため）

お持ちの方は、帛紗、

懐紙、扇子など

長谷川宗江
（裏千家）

「テーブルで楽しむ茶道」

定員各回５人

1,000円

３月２日（木）
13時半～15時半
１階　体育室

筆記用具土屋正美
「コーラス」

定員10人　無料

２月28日（火）
13時半～15時半
４階 第４会議室

ハサミ島崎蓉子

「水引工芸

　～バラのブローチ」

定員10人　500円

令和４年度第30回
高津・宮前地区川崎市
立小学校子ども造形展

１月23日～
　　１月25日

宮前障がい者施設
作業所等連絡会

宮前障がい者施設
作業所等連絡会作品展

１月27日～
　　２月１日

秀櫻書道教室秀櫻書道展

お金からジェンダーを考える
～物価高、円安、コロナ…不安な今、
　　　　　　　　　　お金を取りまく社会を知ろう～
～物価高、円安、コロナ…不安な今、
　　　　　　　　　　お金を取りまく社会を知ろう～

【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（よみ
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５年２月10日（金）必着
【問い合わせ】宮前区文化協会事務局（金曜10時～15時)
　　　　　　　TEL  044－888－3911　
　　　　　　　FAX 044－856－1436
★詳しくはチラシ、当協会のFacebookをご覧ください。
　http://facebook.com/miyamae.bunka

　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

講座名・定員・費用 講師日時・会場 持ち物・備考

文化協会facebook講座申込

平和・人権・男女平等推進学習

市民自主企画事業  みやまえ歴史探求会

宮前区文化協会

みやまえ文化講座

古墳にこーふん！第三弾講座

古墳と古代豪族、大和王権の関係とは？

詳しい専門家からお
話をお聞きします。

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19日（月）、12月29日（木）～1月3日(水)、1月16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

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：令和５年１月12日～２月９日　毎週木曜日　10時～12時　全５回　　　

対　象：概ね50歳以上の基本的に全回出席できる方　15人

会　場：宮前市民館　視聴覚室

講　師：（特非）NPO福祉支援ゆうやけネット　程田　和義　理事長

費　用：無料

申　込：12月23日（金）まで往復はがきで必着。応募者多数の場合は抽選（区内在住の方優先）

日　時：令和５年１月12日（木）①13時半～14時　②14時10分～14時40分　③14時50分～15時20分（各回５人）

会　場：宮前市民館　第４会議室

費　用：無料

申　込：12月15日（木）10時から直接、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

２月２日（木）：向丘出張所

３月２日（木）：宮前市民館

申込み受付開始日など、詳細はホームページや市民館等に

配架するチラシでお知らせします。

　プログラム

日　時：令和５年３月２日、３月９日、３月23日　木曜日　14時～16時　全３回
対　象：関心のある方　20人
会　場：宮前市民館 
費　用：無料
申　込：１月20日（金）10時から直接、電話、ホームページで。（先着順）
　　　　※詳しくは12月より配布のチラシなどでご確認ください。

　現代において多くの人が利用しているインターネットですが、高齢者では利用を敬遠されている方も大勢

います。スマホやタブレットを使い、インターネットの活用を学び、いままでに経験したことのない世界を

体験してみませんか？ 　いつ起こるかわからない災害から身を守る為のヒントを学び、災害に対する備えと、実際に災害が起こっ
た後に自分たちが地域でできることを考える。

　みんなが通う「学校」の

すてきやふしぎを出し合い、

いいところを感じよう!

日　時：令和５年２月19日（日）午後
対　象：概ね40歳以上で興味のある方　20人程度
会　場：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５年２月４日（土）14時～16時
会　場：宮前市民館　第４会議室
定　員：区内在住・在学の小学５・６年生～高校生　30人
費　用：無料
申　込：12月23日（金）までに直接かFAXで。［抽選］
主　催：宮前区地域教育会議

　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５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企画・実施
していただきます。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　12月１日（木）から宮前市民館で配布します。
◎募集期間　令和５年１月６日（金）～１月20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。

高齢者のためのインターネット講座

市民による提案を募集します！

インターネット利用の注意点について知る①

回 日程 内　　容

１月12日（木）

スマホ・タブレットで情報収集をしてみよう　SNSの体験② １月19日（木）

受講者が求めるインターネットの活用①③ １月26日（木）

受講者が求めるインターネットの活用②④ ２月２日（木）

まとめ　今までの振り返り等⑤ ２月９日（木）

防災についてもう一度見つめ直してみませんか
～ 備えは「地域」で ～

スマホボランティアによる

スマホ 相談 会

スマホの基本操作、
LINE、カメラなどの
相談に乗ります！！

高齢者セミナー

市民自主学級・市民自主企画事業

受 講 者 募 集 ！地域人材育成事業

令和4年度「宮前子ども会議」しゃべり場！

みんなで話そう「学校あるある」

宮前区地域教育会議

（2） （3）



日　時：令和５年１月12日～２月９日　毎週木曜日　10時～12時　全５回　　　

対　象：概ね50歳以上の基本的に全回出席できる方　15人

会　場：宮前市民館　視聴覚室

講　師：（特非）NPO福祉支援ゆうやけネット　程田　和義　理事長

費　用：無料

申　込：12月23日（金）まで往復はがきで必着。応募者多数の場合は抽選（区内在住の方優先）

日　時：令和５年１月12日（木）①13時半～14時　②14時10分～14時40分　③14時50分～15時20分（各回５人）

会　場：宮前市民館　第４会議室

費　用：無料

申　込：12月15日（木）10時から直接、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

２月２日（木）：向丘出張所

３月２日（木）：宮前市民館

申込み受付開始日など、詳細はホームページや市民館等に

配架するチラシでお知らせします。

　プログラム

日　時：令和５年３月２日、３月９日、３月23日　木曜日　14時～16時　全３回
対　象：関心のある方　20人
会　場：宮前市民館 
費　用：無料
申　込：１月20日（金）10時から直接、電話、ホームページで。（先着順）
　　　　※詳しくは12月より配布のチラシなどでご確認ください。

　現代において多くの人が利用しているインターネットですが、高齢者では利用を敬遠されている方も大勢

います。スマホやタブレットを使い、インターネットの活用を学び、いままでに経験したことのない世界を

体験してみませんか？ 　いつ起こるかわからない災害から身を守る為のヒントを学び、災害に対する備えと、実際に災害が起こっ
た後に自分たちが地域でできることを考える。

　みんなが通う「学校」の

すてきやふしぎを出し合い、

いいところを感じよう!

日　時：令和５年２月19日（日）午後
対　象：概ね40歳以上で興味のある方　20人程度
会　場：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５年２月４日（土）14時～16時
会　場：宮前市民館　第４会議室
定　員：区内在住・在学の小学５・６年生～高校生　30人
費　用：無料
申　込：12月23日（金）までに直接かFAXで。［抽選］
主　催：宮前区地域教育会議

　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５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企画・実施
していただきます。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　12月１日（木）から宮前市民館で配布します。
◎募集期間　令和５年１月６日（金）～１月20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。

高齢者のためのインターネット講座

市民による提案を募集します！

インターネット利用の注意点について知る①

回 日程 内　　容

１月12日（木）

スマホ・タブレットで情報収集をしてみよう　SNSの体験② １月19日（木）

受講者が求めるインターネットの活用①③ １月26日（木）

受講者が求めるインターネットの活用②④ ２月２日（木）

まとめ　今までの振り返り等⑤ ２月９日（木）

防災についてもう一度見つめ直してみませんか
～ 備えは「地域」で ～

スマホボランティアによる

スマホ 相談 会

スマホの基本操作、
LINE、カメラなどの
相談に乗ります！！

高齢者セミナー

市民自主学級・市民自主企画事業

受 講 者 募 集 ！地域人材育成事業

令和4年度「宮前子ども会議」しゃべり場！

みんなで話そう「学校あるある」

宮前区地域教育会議
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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。

次回の発行は２月１日です

　物価高が生活を直撃、円安も気になる、年金はきちんともらえるのか、そしてコロナ禍はこの先

どうなるのか、などなど…最近なにかと不安を感じませんか？

　「家計のバランスシート」「基礎から学べる！金融知識」「気になる！年金」などの講義から「お金」

に絡んだ不安の原因を少しでも知って、対応方法を考えてみませんか。

 さまざまな方向から「お金」を考えながら、「女性の貧困」「夫婦とお金の関係」「法律から見るジェ

ンダー問題」などを学び、普段意識しないところに意外と潜んでいるジェンダー（社会的性差）の問

題に触れていきます。

日　時：令和５年１月12日（木）～２月２日（木）・２月18日（土）・２月23日（木）～３月16日（木）　

　　　　10時～12時　全９回

対　象：関心のある方　20人

会　場：宮前市民館　第４会議室　

費　用：無料

保　育：１歳半以上の未就学児　８人（保険に係る費用900円）

申　込：12月15日（木）10時から直接、電話、ホームページで。（先着順）

日　時：令和５年１月15日（日）13時半～15時半

対　象：区内在住の方　35人（来館）　ZOOMによる聴講　65人　　　

講　師：東京医療保健大学　三舟　隆之　教授

費　用：無料

申　込：12月15日（木）10時からホームページで。（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

12月２日～
　　12月７日

宮前区保育園
こども作品展

宮前区保育総合支援担当

12月９日～
　　12月11日

書道教室千香作品展 書道教室千香

12月16日～
　　12月21日

てづくり絵本作品展 さぎぬま絵本同好会

１月14日～
　　１月15日

川崎市総合教育センター

①２月22日（水）
②２月28日（火）
13時半～15時半
４階　和室

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

小林芳子

「卒業式と入学式に着る

きものと帯結び」

定員各回10人　無料

２月22日（水）
13時半～15時
３階 視聴覚室

筆記用具
田邉雪寿
（琴伝流）

「大正琴教室」

定員10人　無料

２月28日（火）
13時半～15時半
４階 第４会議室

花ばさみ、持
ち帰り用の袋

沼田冷笑
（柴山古流・
　　縁山流）

「生花のアレンジ 

　　　　 ～ひな祭り」

定員15人　1,000円

２月28日（火）
13時半～15時
４階 第４会議室

ハサミ、筆記用具

ハワイアンリボンレイ

の技法で春色のチャー

ムを作ります。

中野むつみ

「ハワイアンリボンレイ

　　  ～チャーム作り」

定員10人　１個1,000円

２月28日（火）
13時半～15時
４階 第４会議室

花ばさみ、持
ち帰り用の袋

渡辺珠菜
（草月流)

「華道～春を楽しむ」

定員10人　1,000円

①３月２日（木）
②３月６日（月）
13時半～15時半
４階　和室

ソックス（茶室の

ため）

お持ちの方は、帛紗、

懐紙、扇子など

長谷川宗江
（裏千家）

「テーブルで楽しむ茶道」

定員各回５人

1,000円

３月２日（木）
13時半～15時半
１階　体育室

筆記用具土屋正美
「コーラス」

定員10人　無料

２月28日（火）
13時半～15時半
４階 第４会議室

ハサミ島崎蓉子

「水引工芸

　～バラのブローチ」

定員10人　500円

令和４年度第30回
高津・宮前地区川崎市
立小学校子ども造形展

１月23日～
　　１月25日

宮前障がい者施設
作業所等連絡会

宮前障がい者施設
作業所等連絡会作品展

１月27日～
　　２月１日

秀櫻書道教室秀櫻書道展

お金からジェンダーを考える
～物価高、円安、コロナ…不安な今、
　　　　　　　　　　お金を取りまく社会を知ろう～
～物価高、円安、コロナ…不安な今、
　　　　　　　　　　お金を取りまく社会を知ろう～

【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（よみ
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５年２月10日（金）必着
【問い合わせ】宮前区文化協会事務局（金曜10時～15時)
　　　　　　　TEL  044－888－3911　
　　　　　　　FAX 044－856－1436
★詳しくはチラシ、当協会のFacebookをご覧ください。
　http://facebook.com/miyamae.bunka

　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

講座名・定員・費用 講師日時・会場 持ち物・備考

文化協会facebook講座申込

平和・人権・男女平等推進学習

市民自主企画事業  みやまえ歴史探求会

宮前区文化協会

みやまえ文化講座

古墳にこーふん！第三弾講座

古墳と古代豪族、大和王権の関係とは？

詳しい専門家からお
話をお聞きします。

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19日（月）、12月29日（木）～1月3日(水)、1月16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

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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