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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。転入・結婚・出生などの届出で来庁され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2年2月1日現在）

23万2,579人

10万885世帯

「新しい宮前市民館・図書館に関する基本的な考え方」をまとめました！

詳細は区役所・市民館・図書館などで配布しているニュースレターや区ＨＰをご覧くだ
さい。
教育委員会生涯学習推進課☎200-1981 200-3950

3月

4月

３月、４月は窓口が混雑します
サンキューコールかわさき☎200-3939 200-3900
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混雑予想カレンダー

　引っ越しの手続きで窓口が混雑します。時間に
余裕を持ってお越しください。駐車場も大変混雑
しますので公共交通機関をご利用ください。駐車
場は1時間のみ無料です。

　市では、新しい施設が地域にとって魅力的なものとなるよう、ご意見やアイデ
アなどを伺ってきました。基本的な考え方の概要をお伝えします。

「 市民の力で成長し続ける、宮前区らしいスタイルの市民館・図書館 」

待ち時間

1時間以上

30分以上

2時間以上

窓口混雑状況を
確認できます

◆第２・４土曜に加えて、4月4日㈯ も臨時で窓口を開設します。
時間　�８時半～１２時半※取り扱い業務は市版4面を参照
◆住民票、印鑑登録証明書は向丘出張所（平日：８時半～１７時）、
鷺沼行政サービスコーナー（平日：７時半～１９時、土・日曜：９時～
１７時）でも交付しています。※祝日は休み
※マイナンバーカードの電子証明書更新の手続きは、窓口が大
変込み合いますので、混雑日を避けてお越しください。

待ち
時間中に
一時外出も
可能です

　桜が区の木に指定されている宮前区では、さまざまな桜
まつりが開催されます。春を感じに出掛けてみませんか。
区役所企画課☎８５６-3133 ８５６-3119

平瀬川桜祭りと
アユの放流

日時　４月19日㈰９時～11時
場所　蔵敷親水広場（菅生３-３）
　八重桜を中心に約20種の遅咲きの桜が地
域の人の手入れのおかげで、川辺の草花と
ともに咲き誇ります。1,000匹のアユなどの
放流や、菅生中学校の吹奏楽、和太鼓の演
奏も行われます。※荒天はアユの放流のみ
平瀬川流域まちづくり協議会

☎090-2154-7386

ふる里さくら祭り
日時　４月5日㈰１０時～１６時
場所　宮崎台駅周辺
　市民ボランティアと地域の商店・団体
が協力して開催します。さくら祭りプ
ロレス、ダンス・音楽広場、模擬店、
mamaマルシェ（手作り品販売）、さくら
坂パレード、インスタグラム投稿コンテ
ストなども行います。
※小雨決行・荒天中止
ふる里さくら祭り実行委員会

☎070-4007-8250（対応可能時間10
時～18時）

検索宮崎台さくら祭り　

さくらいっぱい
楽しさいっぱい
さぎ沼さくらまつり

日時　４月4日㈯１０時～１６時半
場所　鷺沼駅前駐車場
　駅前ステージでの演奏、フリーマー
ケット、フードコート、屋台なども楽し
めます。ゆるキャラ「宮前兄妹」「さぎぴょ
ん」のじゃんけん大会・撮影会なども。
雨天決行※荒天はステージのみ中止
さぎ沼商店会
☎070-6513-3336

宮前区のミライづくりプロジェクト通信　第6号

検索宮前区　ミライづくり

検索鷺沼さくらまつり

［基本理念］ 必要な視点などを踏まえた新しい施設の理念は次の通りです。

［新しい宮前市民館・図書館づくりに必要な4つの視点］
これまでいただいたさまざまなご意見やアイデアを踏まえ、必要な視点を整理
しました。

～多様な人々が交流し、つながり、新たなコミュニティー・生活・
文化・教養を創発し、地域への愛着を育む場づくりを目指して～

［基本方針］ 新しい施設の目指す方向性の柱は次の５つです。
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「キャッシュカードすり替え型」にご注意！ 詐欺グループが自宅を訪問し、封筒を使用しカードをすり替える手口が発生しています。

日時　�3月２3日㈪１２時5分～１3時５５分
場所　区役所２階ロビー
出演　増田めぐみ（唄/三

さん

線
しん

）
演奏曲目　沖縄八重山民謡「安里屋ゆんた」
沖縄ポップス「花～すべての人の心に花を」�他
区役所地域振興課☎856-3134 856-3280

〜歌い継がれる八重山の歌をお楽しみください！〜
第315回 みやまえロビーコンサート

　夏の一大イベントのイラストを描いてみま
せんか？イラストはチラシやポスター、当日
プログラムに掲載します。
応募資格　区内在住・在学・在勤の中学生以
上の人
応募規定　手書きの場合、画材は自由。パ
ソコンで作成する場合、ソフトはイラストレー
ターかフォトショップを使用。応募点数に制
限はありません。詳細は、区役所・市民館
などで配布中のチラシか区ＨＰをご覧くださ
い
４月１７日（必着）までに直接、郵送、メー

ルで〒216-8570区役所地域振興課☎856-
3125 856-3280 69tisin@city.kawasaki.jp�［選考］

　宮前区まちづくり協議会は、区内でまちづくりの活動をする団体に活動
資金の一部を支援します。団体の規模や活動実績により、３つのコースに
分かれます。詳細はお問い合わせください。

3月1日から区役所などで配布する申請書を、3月24日～4月24日に
直接、区役所地域振興課(宮前区まちづくり協議会事務局)☎856-3125　
856-3280�［選考］

期間　４月６日から１５日まで（１０日間）
　「安全は　心と時間の　ゆとりから」をスローガンに、区内では入学式の
日に合わせた「通学路街頭指導」、「宮前区アイ作戦」等の街頭監視や交通安
全キャンペーンを実施します。
　区民の皆さんも交通ルールを守り、事故のない安全で安心な宮前区を目
指しましょう。
区役所危機管理担当☎８５６-3137 ８５６-3280

いずれも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

　施設の地域開放イベント。
日時　�４月１日㈬１２時～１５時

（雨天中止）
内容　�フットサルミニゲーム

（有料）
　　　�飲食・遊戯屋台
　　　アトラクションなど

　足腰への負担を軽減するポールウオーキングで坂を歩く基礎を身に付け
ます。ストレッチ体操も。
日時　４月10日～７月17日の金曜、13時～14時10分
対象　各日25人　費用　600円
初回は４月３日、２回目以降は開催日１週間前の金曜、13時から直接か

電話で。［先着順］
※空きがあれば当日参加可

響け！みやまえ太鼓ミーティング
広報用イラスト募集！

市民活動団体の活動資金を支援します

春の全国交通安全運動の実施コース 対象 支援額と回数
A 活動期間が1年未満か、1年以上活動する規模

の小さい団体
上限5万円、通算2回
まで

B おおむね5人以上で1年以上の活動実績があり
自立を目指す団体

上限15万円、通算3回
まで

C
Bコースの支援を通算3回受けたが、自立まで
の猶予期間が必要で、条件が整えば自立が可
能な団体

上限10万円、通算2回
まで

　１月１日号に掲載した選挙クイズ「日本
で初めて国政選挙が行われたのはいつで
しょうか」の答えは、③の1890年でした。

選挙クイズの
答え

区選挙管理委員会☎856-3127 856-3119

解説
　日本で初めて行われた国政選挙は、1890年の第１回衆議院議員
総選挙でした。当時選挙権が与えられていたのは高額な納税をして
いる満２５歳以上の男性のみで、全人口の約１％に過ぎませんでした。
その後、選挙権の拡大を求める声の高まりによって納税額の要件が
緩和されていき、1925年には満25歳以上の全ての男性、そして
1945年になってやっと満２０歳以上の全ての男女に選挙権が拡大さ
れました。現在は2015年の法改正により、１８歳以上の男女が選挙
に参加することができます。
　今回のクイズを機に、政治に参加したくても参加できなかった時代
の人たちがいたことを知ってもらい、１票を大切にし
ていただきたいと願っています。
　たくさんのご応募、ありがとうございました。

図書カード当選者（２０人）の発表は、賞品の発
送をもって代えさせていただきます。

フロンタウンさぎぬま　春まつり

ポールウオーキング＆ストレッチ教室

フロンタウンイベント 第
22
回

川崎市選挙マスコット
「イックン」

昨年度のチラシ

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

区役所保育所等・地域連携担当
☎856-3290 856-3237

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と遊ぶこ
とができます。 ４月11日㈯10時～
15時半 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。

宮前スポーツセンター
〒216-0011宮前区犬蔵1-10-3
☎976-6350 976-6358

春休み特別体操教室
　マット運動、なわとびなど。 3月

31日㈫❶15時半～16時45分❷17時
～18時15分 ❶は新年長・新1年生
❷は新２・３年生、各30人 1,080円
３月16日から直接。［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「脳と体のいきいき教室Ⅰ」
　 ４月7日、28日、5月19日、26日、
6月16日、30日、7月7日、21日 の
火曜、10時～11時半、全8回 市
内在住60歳以上、25人 200円
3月10日～19日に本人が返信用ハガ
キを持参し直接。［抽選］

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
（初回）

❶4月14日㈫
❷4月20日㈪
10時～11時半
(9時45分～)

4～5カ月児
と保護者
各日30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

❶❷いずれも
3月17日
から電話で。
☎856-3264

離乳食
教室
（継続）

4月20日㈪
13時半～15時
(13時15分～)

6～10カ月
児と保護者
30組

2回食以降の離乳食の
進め方について。母
子健康手帳、筆記用
具、抱っこひも持参

3月23日
から電話で。
☎856-3264

プレママ
プレパパ
クッキング

4月8日㈬
10時～13時半
（9時45分～）

妊娠33週ま
での妊婦と
パートナー
（妊婦のみも
可）10人

妊娠期～出産後も役
立つ調理実習。
離乳食のワンポイン
トも。
材料費500円程度

3月16日
から電話で。
☎856-3264

アレルギー
相談

3月25日㈬
14時～(15分前～）

区内在住の
0歳から就学
前の子ども
10人

医師による気管支ぜ
ん息、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

3月16日
から電話で。
☎856-3302

1歳児
歯科健診

4月14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
各回30人

歯科健診・歯科相談
3月16日
から電話で。
☎856-3291

会場は区役所1階健診フロア

ルヴァンカップ
の優勝カップも
やってきます！
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