
主催： 宮前区まちづく り協議会/宮前区

山形からのおく りもの 本木さんのさつまいも・ 「 紅ほっこ」

今年６月、山形県白鷹町の本木さんの農園から、ここ宮前へ800株ものさつまいもの苗が送り届け

“ ”られました。稀少なオレンジ色の 紅ほっこ をはじめ、紅はるかなど本木さんのさつまいもは、今、

宮前の土地をあたため、すくすく と育っています。
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”はじまりは『 山形県の白鷹町の町役場から 60 “年前の宮前の風景、映像 が見つかった！』 という

知らせでした。タウンニュース紙にも掲載され、私たちはその在処、映像記録を撮影した人物、本木勝

“ ”利さんを探し訪ね、昨年の ラブみやまえ では、山形と宮前をZoom “ ”で結んで中継した 未来語り

の対話に貴重な映像とともに登場していただきました。

山形では町議会議員や最上川フォーラム等まちづく りに奔走した本木さんに

は、1960年代20代の時、ここ宮前への出稼ぎの経験があり、20代の本木さんが

自らナレーションをつけて記録していたスライドは、今年2022 “年夏には、 宮前

”の今の風景 もあらたに編集され一本の映画に完成した知らせが届きます。

1960年代の東京オリンピック当時には、2,000 “ ”人もの わかもの が山形県白

鷹町からここ川崎の土木工事に日夜駆り出され、地方では日本の農業が壊れてい

ったもうひとつの歴史もありました。

今、ここから、あらたなつながり、関係性が生まれますようにと祈って、この日

ラブみやまえの広場で、みやまえの地場野菜とともに、焼きいもや、パンに焼い

て、いろいろなかたちで皆さんの手にお届けしたいと思います！

紙しばいやもっちぃさんによるパフォーマンス紙芝居

場所： 市民広場ステージ

時間： 11:10～バルーン紙芝居

13 :10～南京玉すだれ紙芝居

神戸市出身。川崎市を拠点に

首都圏で活動している紙芝居

屋さん。紙芝居と大道芸を組

み合わせたパフォーマンス紙

芝居を得意としている。今回

は「 バルーン紙芝居」と「 南京

玉すだれ紙芝居」 を上演予定。

特別企画：40歳だよ「宮前区」

場所： 市民館2階市民ギャラリー

期間： 11月25日（ 金） ～30日（ 水）

時間： 各日とも10 :00～17:00

● 40年前の出来事、この40年間の宮前区の変

化を紹介します。

●宮前区に咲く 「 さく ら」 を写真映写します。

● ご来場の皆様に「 こんな宮前区になってほし

い」を花びらにお書き頂き、さく らの木を満開

にしていきます。

宮前区制40周年記念スタンプラリー

すべてのスタンプが埋まったら、市民館入口の

受付にお持ちく ださい。先着500名様に素敵な

区制40周年グッズを差し上げます。

（ スタンプ設置場所は中面に記載）
※枠内にスタンプを押してください。
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雨天の場合はプログラムの内容が変更になる場合があります。
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宮前楽市： 宮前ガーデニング倶楽部/坂の上のカフェしらはた/
楽々 タクミ 13

宮前区で採れた農産物やさつまいもパン
（ はたけベーカリー） 販売

焼きそば・ 焼きいも販売

閉会式

♪この指とまれ ～今伝えたい遊び（ 工作体験や木工おもちゃ）

宮前区のゆるキャラと触れ合おう
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M宮前楽市ステージ発表

宮前楽市市民活動団体の展示・ 体験コーナー等

スマホを使った動画
づく りの基本講座
(事前予約制)

高齢者のためのスマホ相談会
(事前予約制)

40歳だよ「 宮前区」 /市民活動支援制度の紹介/わがまち花とみど
りのコンクール写真展示/ “ ”広報紙 まちづく り広場 等展示

Welcomeサロン



第15回まちづく り広場 みやまえ 会場案内
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宮前楽市： 楽々 タクミ13
（ 工作体験： やじろべ
い、ぶんぶんごま）

輪投げ
ルーレット
ピンボール
ひっぱりハンティ
ング

コマ回し

スマホ相談会事前予約制
（ まちづく り協議会福祉部会）

スマホを使った動画づく りの基本
事前予約制
（ まちづく り協議会情報支援部会）

Wel comeサロン
（ まちづく り協議会Wel come部会＆
国際おしゃべりサロン宮前）

ステージ

ダルマ落とし

焼きそば

宮前楽市： 宮前ガーデニング倶楽部
（ ハーブ、卵販売）

農あるまちづく り部会
（ 地場野菜販売）

宮前楽市： 坂の上のカフェしらはた
（ ハンドドリップ体験・ コーヒー等販売）

宮前楽市： chachachat～茶々 茶処～

総合受付

ホワイエ： 宮前楽市参加団体パネル展示/体験コーナー

市民ギャラリー ： 40歳だよ「 宮前区」
■ フォトコンテスト部会＆まちづく りウォーキング部会

〇４０年前の出来事

〇宮前区の４０年間

〇参加型企画まちへの想いを、

「 さく ら」 で花を咲かせよう！

※どんな宮前区になってほしいかを、花びらに書いて

さく らの木を咲かせましょう

■ まちづくり協議会各部会活動紹介
・資金支援部会
・花とみどりの部会
・広報紙部会
・情報支援部会
・農あるまちづくり部会

スタンプラリーポイント

ステージプログラム
＜市民館大ホール＞
11:00～ 白南ライトミュージッククラブ
11:25～ コーロ・ディ・ミモザ
11:50～ 橘吟友会
12:15～ 宮前ハーモニカ同好会
12:40～ 装の会

＜市民広場ステージ＞
13:40～ ヘルスパートナーみやまえ（メロコス体操）
14:05～ 息活音

※進行により時間は多少変動する可能性があります。

焼きいもはたけベーカリー
（ さつま芋パン販売）

市民広場
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