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区役所１階には「記念撮影コーナー」（区PRキャラクター「宮前兄妹」のボード）があります。結婚・出生などの届出で来庁した記念に写真を残しておきませんか。

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。

（令和元年10月1日現在）

23万2,325人

10万712世帯

日時　11月22日㈮12時5分～12時55分
場所　区役所２階ロビー　
出演　Camaro de 
Pasion（カマロデパシオ
ン）
曲目　未定　

区役所地域振興課
☎856-3134 856-3280

　多彩な活動の現場を見てみよう！と区民と企画した「現地ツアー」。区民と職員のべ100人
以上が参加し、9～10月の6日間、こども食堂、高齢者のサロン、農園や公園での取り組
み、町内会の活動などの現場約30カ所、計20㎞以上を歩いてきました。ツアーで見聞き
したことを報告し、豊かな活動を共有する報告会を開催します。活動を維持・発展させるた
めにできることを一緒に話し合いませんか？　詳細は
日時　11月17日㈰14時～16時半　
場所　区役所4階大会議室　対象　興味のある人、誰でも

11月15日㈮17時までに区役所企画課へ直接か電話で。
☎856-3133 856-3119 ［事前申込制］※詳細はお問い合わせください

～超絶ラテンジャズピアノをお届けします！～

第311回 みやまえロビーコンサート （仮称）宮前区の「希望のシナリオ」実現プロジェクト
みやまえ取り組み隊　現地ツアー報告会＆ミーティング

本とのであいの季節
　この秋、いろいろな「きっかけ」にであうため、
本を読んでみませんか。

宮前図書館☎888-3918 888-5740　
菅生分館☎977-4781 976-3450　
向丘出張所☎866-6461 857-6453

図書館で
　生活のいろいろな情報にであえる

区内のいろいろなところで
本にであえる

図書館で地域の資料にであえる

　妊娠・出産・育児・家庭
教育など、子育ての参考
になる書籍がたくさんあります。子ども
と一緒に靴を脱いで上がり本も読める、
ゆったりとした読書スペースもあります。

　宮前図書館以外にも、宮前市民館菅生分館や
向丘出張所などでも本が読めます。詳細は各施設
にお問い合わせください。

　目の不自由な人に向けて、大きな
文字の本の貸し出しや、対面朗読な
どのサービスを行っています。来館
が困難な人のために、郵送貸し出し
などのサービスも行っています。

　誰もが住み慣れた地域でいきいき
と暮らし続けられるよう、医療、介
護など、さまざまな棚に分かれて並
べられがちな認知症関連の書籍を、

「小さな本棚」と名付けたコーナーに
まとめました。介護、福祉に関する
チラシやパンフレットもあります。

　新しいまちのイメージがある宮前区に
も、民間信仰、橘

たち

樹
ばな

官
かん

衙
が

遺跡群、大山
街道など、歴史がたくさんつまっていま
す。図書館には、地元地域を知るため
の資料がそろっています。ご覧になりた
い方は図書館職員へ。

図書館では
大きな文字の本も
貸し出ししています

子育て
支援コーナー

認知症に関する
情報コーナー

書庫にもこんなに
たくさん！

菅生分館の図書コーナー

拡大読書器（文字のサ
イズを自由に大きくし
てモニター表示できる
装置）もあります！

検索宮前区　希望のシナリオ



区 版 みやまえ2019（令和元）年　11月1日号　No.1220ここからみやまえ区版です 02

金融機関や警察を名乗りキャッシュカードや暗証番号をだまし取る詐欺が増えています。「カード預かります」の電話は詐欺です。ご注意ください。

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

菅生分館
〒216-0015宮前区菅生5-4-11
☎977-4781 976-3450

市民自主学級
「子どももわたしもしあわせになるた
めに」

　いじめなど、子どもに関わる問題
から人間関係を考えます。 1月16
日～2月13日の木曜、10時～12時、
全5回 菅生分館 20人。保育あり

（受 講 時に3カ月以 上、 先 着12人、
900円、 要予約） 12月5日10時か
ら直接、電話、区HPで。［先着順］

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

短期講座「思いをのせて川柳を詠もう」
　 12月17日、1月7日、21日、2月
4日、18日、3月3日の火 曜、9時 半
～11時半、全6回 60歳以上10人

300円 11月5日～18日に本人が
返信用ハガキを持参し直接。［抽選］。

※辞書（電子辞書も可）が必要です。
短期講座「脳と体のいきいき教室Ⅲ」

　 12月3日、17日、1月7日、21日、
2月4日、18日、3月3日、10日の火曜、
14時～15時半、全8回 60歳以上の
25人 200円 11月5日～18日に本
人が返信用ハガキを持参し直接。［抽選］
いきいき健康フェア

　元気度の測定や健康相談コーナー
があります。 11月26日㈫10時～
14時。

川崎市民プラザ
〒213-0014高津区新作１-１９-１

☎888-3131 888-3138

アートごころ、すくすく。
クリスマスわ・わ・わリースをつくろう！

　布に綿を詰めデコレーションして作り
ます。 12月7日㈯、8日㈰、10時～16
時(各日最終受付15時) 各日60人（5歳
未満は保護者同伴） 1,220円 11月
16日9時から直接か電話で。［先着順］。
※定員に達しない場合は当日参加可。
「趣味の教室」
　フラワーデザインや着付け、絵画、
コーラス、ストレッチ健康体操など24
講座29教室で新規に受講生を募集し

ます。※詳細はお問い合わせください。

区役所保育所等・地域連携担当
☎856-3290 856-3237

食育講座
　 12月12日㈭10時半～11時半
ティンクルくぬぎ坂保育園 ５カ月～
１歳２カ月の子どもと保護者８組 11
月29日までに電話、区HPで。［抽選］
地域子育て支援センター土曜開所

　広い室内や庭でのびのび遊べます。

❶11月30日㈯❷12月14日㈯、❶
❷とも10時～15時半 ❶は地域子
育て支援センターさぎぬま❷は地域
子育て支援センターすがお 就学前
の子どもと保護者。
離乳食講座

　 12月10日㈫10時半～11時半
土橋保育園 6カ月～12カ月程度の
子どもと保護者７組 11月18日13
時から直接か電話で土橋保育園へ☎

855-2877。［先着順］

区役所地域支援課 856-3237
※電話予約は９時から受け付けます

教室・健診案内地域みまもり
支援センタ―

日時（受付時間） 対象 内容・費用他  ［先着順］

離乳食
教室

❶12月10日㈫
❷12月16日㈪
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
＊❶❷は同じ内容

❶11月20日
❷11月27日
から電話で。
☎856-3264

プレママ
プレパパ
クッキング
＆

マザーズブ
ラッシング

12月4日㈬
10時～14時半
（9時45分～）

妊娠20～33
週ごろの妊婦
とパートナー

10人

妊娠期～出産後も役
立つ調理実習と歯み
がき指導。離乳食の
ワンポイントも。材
料費500円程度。

11月15日
から電話で。
☎856-3291

１歳児
歯科健診

12月10日㈫
(9時15分～9時半)
(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

11月18日
から電話で。
☎856-3291

アレルギー
相談

❶11月27日㈬
❷12月25日㈬

（13時45分～14時）

区内在住の就
学前までの
子ども10人

医師による気管支ぜん
そく、アトピー性皮膚
炎など、アレルギー性
疾患についての相談

11月15日か
ら電話で。

☎856-3302

会場表記なしは区役所1階健診フロア

宮前地区・向丘地区
青少年作品展

宮前区文化協会　
文化祭

宮前区保育園・認定こども園
作品展

市内トップスポーツ団体による
スポーツ体験会

宮前地区

向丘地区

　書道や絵画など、子どもたちの作品が会場を彩ります。特別賞入
賞者に盾と賞状が贈呈され、宮前地区受賞作品は区役所、向丘地区
受賞作品は向丘出張所に展示されます。

・芸能部会　 舞踊、民謡、歌謡、詩吟、着付けなど。
　　　　　　 11月17日㈰10時半～15時（開場10時）※終了時間

は変動する場合があります。 大ホール
・茶道部会　 11月17日㈰10時半～15時 和室
・展示部会　 11月17日㈰13時～15時 2階ホワイエ
　　　　　　  11月29日㈮～12月3日㈫、10時～17時（12月3日

のみ10時～16時） ギャラリー
※ この他、体験講座（要事前申し込み）もあります。詳細は、市民館

などで配布中のチラシで
宮前区文化協会事務局☎888-3911 856-1436

　主に年長児クラスの子どもたちが制作した作品を展示します。
11月15日㈮、19日㈫、10時～17時

11月16日㈯、17日㈰、10時～16時
11月20日㈬10時～12時 ギャラリー

保育所等・地域連携担当☎856-3290
856-3237

　サッカー（川崎フロンターレ）、アメフット（富士通フロンティアーズ）、
ボクシング（川崎新田ボクシングジム）、障害者サッカーのひとつであ
るアンプティサッカー（日本アンプティサッカー協会）の選手やコーチ
と、それぞれの競技を体験できます。

11月23日㈷9時半～11時半 フロンタウンさぎぬま（土橋3-1-1）
フロンタウンさぎぬま☎854-0210 862-5030

⃝応募作品展示
11月23日㈷13時～17時、24日㈰９時～16時
区役所４階　ロビー、大会議室

⃝特別賞入賞作品展示
❶�12月7日㈯、8日㈰、10時

～17時
　❷�12月10日㈫～16日㈪、8時

半～17時15分（開庁日のみ）
❶は宮前市民館市民ギャラ

リー❷は区役所２階ロビー他
区役所地域振興課

☎856-3135 856-3280

⃝応募作品展示
11月16日㈯13時～16時、17日㈰9時～14時

　※表彰式は17日㈰10時～
向丘小学校アリーナ

⃝特別賞入賞作品展示
11月18日㈪～22日㈮、

　8時半～17時
向丘出張所
向丘出張所☎866-6461
857-6453

会場　
宮前市民館

会場　
宮前市民館
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