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毎月第２・第４土曜日の午前中に区役所の一部をオープンし転入・転出などの手続きを受け付けています。 区民課☎856-3144、保険年金課☎856-3156

宮前区ホームページ　http://www.city.kawasaki.jp/miyamae/　［区版］は区の情報を中心に掲載しています。

（平成29年9月1日現在）

22万9,321人

9万7,726世帯

振り込め詐欺への注意も呼び掛けながら地域を巡回しています！

　宮前区の「見たい・知りたい・行ってみたい！」をあなた
に変わって調査する「ぐるっとみやまえＴ

ティーヴィー

Ｖ」。
　これを見ればますますみやまえライフが楽しくなる、
そんな超地元情報を吉本芸人の「囲碁将棋」がお届けし
ます。 区役所企画課☎856-3133 856-3119

　 放送時間　毎週水曜日　16時45分～16時50分
　　　　　　 毎週木曜日　22時20分～22時25分
　　　　 　　毎週土曜日　９時25分～９時半

『親いろ 子いろ いーろ色♪ みんなで彩る みやまえ子育てフェスタ２０１７』
　乳幼児を持つパパ・ママへの情報発
信と、子育てサークルなどの交流を
目的としたイベント。子どもたちが楽
しめる企画も盛りだくさんです。
日時　10月21日㈯10時～15時
場所　宮前市民館、市民広場
内容　オープニング音楽隊、赤ちゃ
ん広場、絵本の部屋、工作、育児相談、教えて!歯医者さん、親子クッ
キング、保育園体験コーナー、ふれあい動物園、エンディングコンサー
トなど　※授乳・オムツ替えスペースあり

宮前市民館☎888-3911 856-1436

　発災後の初動対応を迅速に行うため、施設の開錠から避難所の開設、運営組織の
編成までの一連の流れを区民で行う実践的訓練を行います。また、二次避難所開設訓
練、医療トリアージ（救護所、巡回診療）を含めた総合訓練になっています。

日時　11月5日㈰　9時～12時
場所　犬蔵中学校　　

　日頃からの地
域のつながりの
大切さを防災・
防犯の面から学
んでいます。

　区内では、地域が一体となった自主防犯活動がさまざまなスタイル
で活発に行われています。地域に安全と安心を広げ、「絆」を育む活動
に参加してみませんか？

いざという時に
大切な地域のつながり。
この秋、防災訓練や
防犯活動を通じて
地域の知り合いを
増やしませんか？

　町内会・自治会などを中
心に多くの団体の皆さんが
防犯パトロールを実施して
います。

区役所危機管理担当(地域防災)
☎856-3114 856-3119

区役所危機管理担当(地域安全)☎856-3137 856-3119

～この子の手　あの子の手　ぬくもりいっぱいみんなの手～
　世代を超えた地域の人々の交流を通じて、
手をとりあいながら楽しく子育てができる町に
なってほしいとの願いを込めて開催します。「宮
前兄妹」も登場。会場へ直接お越しください。
日時　11月11日㈯　10時～14時
場所　地域子育て支援センターすがお、菅生
分館、蔵敷こども文化センター
内容　菅生中学校の演奏、模擬店、パラシュートであそぼう、マジック
ショー、コンサート、おもちゃ病院、マラカスづくり、生田高校の演奏他

蔵敷こども文化センター　☎ 977-2577
※おもちゃ病院は要予約。申し込みは菅生分館☎977-4781 976-3450

みんなで育む

防災

防犯

地域の
安全・安心

総合防災訓練を
実施します

地域の安全・安心と「絆」を育む
防犯ボランティア活動

「かわさきＪＡＺＺ２０１７連携コンサート」
～テナーサックスとピアノで楽しむジャズライブ～

みやまえロビーコンサート第286回

日時　10月25日㈬12時５分～12時45分
場所　宮前区役所２階ロビー
出演　ローラン佐藤（テナーサックス）
　　　小山大地（ピアノ）
演奏曲目　枯葉(Autumn Leaves)、
月光価千金(Get Out And Get Under The Moon)他

区役所地域振興課☎856-3134 856-3280

ローラン佐藤

小山大地
※YouTube でも見られます第一弾は、

北部市場

新神木自治会の
防犯パトロールに
同行しました！

南野川小学校避難所宿
泊訓練にて「地域のみん
なでつながろう！」講話

煙体験の様子

新神木自治会長
駒澤さん

防犯部長
中山さん

消火訓練の様子

宮前消防署にて消防署
職場体験学習での講話

　区安全・安心まちづくり推進協議会では、
防犯ボランティア活動を支援するためパト
ロールベストやのぼり旗などさまざまなグッ
ズを貸与中。ぜひ、活用してください。

貸与します！パトロール用品

小中学生向けの取り組み

応急救護訓練の様子

防犯パトロール

は地域を元気に

します！ご一緒

にぜひ！体験・参加型

の訓練もあり

ますので、お

気軽にご参加

ください

犬蔵自治会防災担当 
久保さん

みやまえ
子育てフェスタ2017 第５回す

がお手つなぎまつり

毎月行っている防犯パトロールの様子
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区内の子育て情報を、地域ポータルサイトやフェイスブック・ツイッターでも発信しています。� 区役所地域ケア推進担当☎856-3300検索宮前　とことこ

区役所選挙管理委員会☎856-3126 856-3119投票所変更のお知らせ 期日前投票の
お知らせ

月16日から各施設に配布している申込
用紙を直接か郵送、FAXで。［先着順］

区役所地域ケア推進担当
☎856-3300 856-3237

ワークショップ「地元で楽しむ
パパによる地域活用術」

　❶「地元で楽しむパパによる地域活
用術」❷「紙飛行機と出張冒険遊び場で
地域参加」　 ❶11月12日㈰10時～
12時❷11月23日㈭14時～16時 ❶
宮前区役所４階大会議室❷神木公園

各40人。保育あり（1歳6か月～就学
前の子ども、10人、要予約） 10
月16日から電話かFAXで。※保育希
望の場合は10月30日までに。［先着順］

区役所保育所等・地域連携担当
☎856-3290 856-3237

「食育講座」
　 11月22日㈬10時半～11時半 テ
ィンクルくぬぎ坂保育園 1歳～3歳頃
の子どもと保護者8組 10月25日
から電話か直接。［先着順］
保育連続講座「なないろタイム」

　 11月14日、21日、28日の火曜、　
13時半～14時半、全3回 菅生保育
園 1回目受講時に６カ月～12カ月の
第1子の子どもと保護者7組 10
月16日10時から直接か電話で菅生保
育園☎977-9320。［先着順］

社会福祉協議会
〒216-0033宮前区宮崎2-6-10 4階
☎856-5500 852-4955

福祉有償運送運転者養成講習および
セダン等運転者養成講習

　移送サービス活動を行う運転ボラ
ンティアの養成講習。 11月11日㈯

区役所地域支援担当
☎856-3255 856-3237

講演会「認知症を理解するための
法則と対応について」

　 11月22日㈬14時～16時 区役
所1階 区内在住30人 10月24
日９時から電話かFAXで。［先着順］
講演会
「正しく知ろう！レビー小体型認知症」
　 11月15日㈬15時～16時半 区
役所1階 区内在住30人 10月17
日9時から電話かFAXで。［先着順］
じゃんぷ「発達フォロー教室」

　成長発達にあわせた親子遊びの体
験やグループワークなど。 10月31
日、11月28日、12月19日 の 火 曜、
10時～11時半、全3回 区役所1階

２歳～３歳５カ月かつ幼稚園等に所
属していない区内在住の子どもと保
護者10組  10月16日９時から電
話か直接。☎856-3302。［先着順］

区役所地域振興課
〒216-8570宮前区宮前平2-20-5

☎856-3125 856-3280

農家巡りウオーキング
　農マップを使って、菅生・水沢方面
を案内します。 11月28日㈫10時
～16時（荒天中止） ＪＡセレサ川崎菅
生支店 20人 10月16日から直
接か電話で。［先着順］
外国人市民が地域社会に参加する
方法を考える意見交換会

　 11月10日㈮13時～15時 宮前
市民館 区内在住、在勤の30人 10

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

10時～16時半、12日㈰9時半～16
時50分、全2回 福祉パルみやまえ

30人 3,000円 10月31日まで
に電話かFAXで。［抽選］

宮前市民館
☎888-3911 856-1436

保育ボランティア養成講座
「子どもを見守る目を育てよう」
　 11月8日～12月13日の毎週水曜
(11月22日を除く)、10時～12時、全5
回 宮前市民館 20人 10月17日
10時から直接、電話、ＨＰで。［先着順］

菅生分館
☎977-4781 976-3450

市民自主企画事業「地域での支え合
いを考える〜次の一歩のために〜」

　 11月18日㈯14時～16時 菅生
分館 50人 10月28日10時から電
話、FAX、HPか直接。［先着順］
地域で支える！地域が支える！
保育ボランティア講座

　 11月21日～12月19日の毎週火
曜、10時～12時、 全5回 菅生分
館 20人 10月31日10時 から電
話、FAX、HPか直接。［先着順］
映画「さとにきたらええやん」上映会

　 10月30日 ㈪❶10時 ～12時❷
13時～16時❸17時半～20時半　
❶❸は菅生こども文化センター、❷
は菅生分館 会場へ直接。

宮前老人福祉センター
（宮前いきいきセンター）
〒216-0033宮前区宮崎2-12-29

☎877-9030 877-9232

　 いずれも市内在住60歳以上の人。
「快適生活」〜捨てることから始めよ
う収納の工夫術〜

　 12月18日㈪13時半～15時半
宮前老人福祉センター 40人 10
月17日９時から直接か電話で。 ［先着順］
「肩こり・肩の痛み対策」
　 11月17日㈮13時半～14時半
宮前老人福祉センター 40人 10
月16日９時から直接か電話で。 ［先着順］

 期日前投票は、「宮前区
役所」と「向丘出張所」で
投票できます。詳細は、
選挙時に送付される案
内をご覧ください。

10月９日〜21日　
８時半〜20時

向ヶ丘遊園→

信用金庫南平台

南平団地
南平住宅

南平台第一集会所

白幡台小学校

NTT〒

菅生小学校入口

蔵敷交番前 飲食店

宮前市民館
菅生分館

浄
水
場
通
り

平瀬川

菅生小学校

第17投票区 第19投票区
10月22日㈰
川崎市長選挙

～第9回みやまえＣ級グルメコンテスト～
　宮前産の野菜や果物を使ったオリジナル料理を募集し
ます。書類選考の後、調理・試食審査を行います。入
賞者には賞品も。詳細は区HPか、チラシをご覧ください。
応募　11月1日～12月10日
調理・試食審査　30年1月27日㈯10時半～13時半
大型農産物直売所セレサモス宮前店

（予定）
宮前市民館などで配布する応募

用紙を12月10日(必着)までに直接、
郵送、ＦＡＸで。〒216-0006宮前区
宮前平2-20-4宮前市民館☎888-
3911 856-1436。［選考］

　11月に区役所で開催する作品展の展示作品を募
集します。
対象　宮前地区在住か在学の小・中学生
部門　絵画の部、ちぎり絵の部、イラスト・デザイ
ンの部、書道の部(書き初め用紙)、書道半紙の部
※課題、用紙サイズなどはお問い合わせください。

11月22日㈬18時半
～19時半に区役所4階
第2会議室に応募作品
を持参。

　市バスでは、10月１日㈰から、市の拠点
駅である「溝口駅」と「新百合ケ丘駅」を結ぶバ
ス路線「溝11系統・溝口駅南口～向丘出張所
～蔵敷～稗原～田園調布学園大学前～王禅
寺公園～日本映画大学～新百合丘駅前」を新
設します。
　また、「溝17系統・溝口駅南口～柿生駅前」
の系統番号を「溝10」へ変更してダイヤ改正
を行うとともに、「溝18」系統では、土曜日に
も深夜バスの運行を開始します。
　詳しくは、市バスHPなどをご覧ください。

みやまえＣ級グルメ
キャラクター

「Ｃちゃん」

おい C
シー

たの C
シー

ｏｍｍｕｎｉｔｙ　C
コミュニティ

づくり

区役所地域振興課☎856-3135 856-3280
交通局運輸課☎200-3232 200-3946

「溝口駅」と「新百合ケ丘駅」を結ぶ
市バス路線新設

宮前地区青少年作品展の
作品募集

宮前地区青少年作品展の
作品募集

区役所地域支援担当 856-3237
※電話予約は９時から受け付けます教室・健診案内保健福祉

センター
日程・時間（受付時間） 対象 内容・費用他  ［先着順］

プレママ
プレパパ
クッキング

11月２日㈭
9時45分～13時

（9時半～）

妊娠20～33週
ごろの妊婦と

パートナー10人

妊娠期の献立の調理実
習。離乳食への応用方法
も。材料費500円程度

10月16日か
ら電話で。

☎856-3291
離乳食教
室

※❶❷は
同じ内容

❶11月13日㈪
❷11月20日㈪
いずれも10時～
11時半(9時半～)

４～５カ月児
と保護者
各回40組

離乳食の始め方や進め
方について。母子健康
手帳、筆記用具、抱っ
こひも持参

❶10月23日
❷10月30日
から電話で。
☎8563291

１歳児
歯科健診

11月14日㈫ 
❶(9時15分～9時半)
❷（10時～10時15分

１歳３カ月
未満の乳幼児

30人
歯科健診・歯科相談

10月16日
から電話で。
☎8563264

幼児食
教室

11月７日㈫
10時～11時

（9時45分～）

1～2歳1カ月
の子どもと
保護者30組

幼児期の食生活につい
て。おやつの試食、歯
科相談あり

10月16日か
ら電話で。

☎8563291
お悩み解
決！離乳
食マル得
講座

11月21日㈫
9時50分～
11時30分（9時～）

7～11カ月児
と保護者

20組

離乳食の献立や進め
方、時短方法について。
歯科相談、保護者の骨
密度測定

10月20日
9時から
電話で。

☎856-3291

　第19回川崎市長選挙において、区内の投票所（2カ所）が
変更になります。
❶第17投票区 「白幡台小学校」の体育館改修工事のため、
　「白幡台小学校」から「南平台第一集会所」に変更。
❷第19投票区 「菅生小学校」の体育館改修工事完了のため、

「宮前市民館菅生分館」から「菅生小学校」に変更。
詳細は、選挙時に送付される案内をご覧ください。


