


宮前区のまちづくり
　地域の課題解決に向けて、活発な市民活動を支援す
るため、市民活動拠点の整備に取り組んでいます。

市民活動支援拠点ネットワーク
　区民が自主的に行う非営利な社会貢献活動を支援す
る市民活動拠点として、打合せ、印刷作業、交流の場
などの機能を持った市内初の区民活動支援コーナーを
平成 12年 6月宮前区役所に設立しました。
　向丘出張所、ふれあいスペース宮前、有馬・野川生
涯学習支援施設に支援コーナーを整備することによっ
て、宮前区役所に設置され区の拠点として位置づけら
れた区民活動支援コーナーとほぼ同じような機能を
もった拠点が、区全体をカバーすることとなりました。

　市民活動団体を支援する中間支援機能を持つ宮前区
まちづくり協議会は、「活動場所がない」という声に活
動できる場所を紹介した「宮前区市民活動応援マップ」
を作成し、今回は「区民にもっと活動を知ってほしい」
「新しい会員を増やしたい」という要望に応えるため、
「みやまえ市民活動のなかま」を新たに作成いたしまし
た。ぜひご活用ください。
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宮前区誕生 30 周年記念

　宮前区のイニシャル「Ｍ」を区内に多い坂をイメージ
してデザインし、青色は発展を続ける若々しさを、緑色
は区内に残る豊かな自然や伝承文化を象徴しています。
「30」のロゴは、宮前区のイニシャル「Ｍ」と共通のデ
ザインイメージとし、オレンジからピンク、そして赤へ
と移り変わる色は、若者の多い宮前区の元気さや区の木
「サクラ」及び区の花「コスモス」、さらには区民のまち
づくりへの情熱をそれぞれ表しています。
　各種事業を通じて記念すべき 30周年が、すべての区
民のさらなる飛躍と連帯感を深める契機となることを願
い、「絆を深めてもっと大好きなまちへ」というメッセー
ジを入れました。

名称：宮前兄妹（兄：メロー、妹：コスミン）
　宮前区誕生 30周年を祝うため、区名産「宮
前メロン」の畑からやってきた「宮前兄妹」。
兄の「メロー」は身体を動かすことが得意な
元気いっぱいの男の子。どんな坂道もへっ
ちゃらなんだって。
　妹の「コスミン」は甘いものが大好きな明
るく楽しい女の子。区の花・コスモスの花飾
りがとってもお似合いだね。
　ふたりは、ジモト宮前区をこよなく愛する、
メロンボディがとってもキュートな双子の仲
良し兄妹だよ！

キャラクターについてロゴマークについて

　昭和 57（1982）年 7月 1日、高津区からの分区により誕生した宮前区は、今年で
30周年を迎えます。
　区では、この記念すべき節目の年を迎えるに当たり、区民相互の一体感をさらに高め
るとともに、区内外へ広く PRするため、ロゴマーク及びキャラクターを制定しました。

団体紹介........................................... 21

まちづくり協議会の活動支援について....... 72

　活動支援金制度................................ 73

　広報紙・情報支援............................. 74

　花とみどりのまちづくり..................... 75
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支援コーナーって何？

4 つの支援コーナー
P7~9

P11~13

P10~11

P14~15

コスミン：区内で市民活動に取り組んでいる人たちの
拠点として、打合せや、印刷作業、交流の場などの機
能を持つスペースなんだって。今、4箇所あるので、
次のページからの紹介を見てね。
　利用できるのは、宮前区内で活動し、かつ審査を受
けた登録団体（非営利の社会貢献活動をしている団体、グルー
プ、個人）です。利用には、利用者登録の手続きが事
前に必要です。
　運営は、利用登録団体より選出された運営委員によ
る運営委員会が、自主運営・自主管理しています。自
分たちで運営してるってすごいね！

メロー：「区民活動支援コーナー」って呼ばれる
施設を区内のアチコチでみかけるけれど、いった
いどんな施設なの？

有馬・野川生涯学習支援施設
（愛称アリーノ）2 階
市民活動支援コーナー

富士見プラザフォンテーヌ鷺沼 1 階
ふれあいスペース宮前

宮前区役所 1 階
宮前区役所区民活動支援コーナー

向丘出張所 2 階
向丘地区区民活動支援コーナー

住所：宮前平 2 - 20 - 5
問合： 044 - 856 - 3125
　　　（区役所地域振興課）

住所：土橋 3 - 1 - 6
問合： 044 - 856 - 3125
　　　（区役所地域振興課）

住所：東有馬 4 - 6 - 1
問合： 044 - 853 - 3737

住所：平 1 - 1 - 10
問合： 044 - 866 - 6461
　　　（出張所地域振興担当）
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区役所1階、自動ドアを入って左側にあります。  

作業スペース　 　 ①会議室（有料）

有
馬
・
野
川
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学
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支
援
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設
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ー
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区
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宮前区役所区民活動支援コーナー（平成 12 年 6 月設立）

利用日. ：全日
休館日. ：水曜日の午前、年末年始、施設整備点検日ほか
利用時間. ：9時～ 21時
設　備. ：会議、打合せスペース（定員 15名程度）
作業スペース.：印刷機等
登録団体数.：80（平成 24年 1月 1日現在）
申込方法. ：利用登録申請書を火曜午前、金曜午後の支援コーナーの当番
. ..在室時に当番に提出してください。
問合せ先. ：856.-.3220（支援コーナー事務局：当番出勤日時に限る）
会議室. ：1コマ当たり 100円（午前・午後・夜間）
印刷費. ：製版 1枚当たり 40円、印刷 1枚当たり 0.5 円（用紙は持参）
. ..＊年会費あり　＊預かり金を先払い
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全体図 

②リソグラフ（有料）　　　　　　　　 ③レターケース（有料：年間 500円）
 　　 

④紙折り機（無料）　　　　 ⑤裁断機、穴あけパンチ等（無料）
 　　 

⑥情報掲示板　　　 ⑦パンフレット置場
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○お知らせ　
平成 22年 6月に 10 周年を迎え、2月に運用 10周年記念誌のお披露目
にあわせ、支援コーナーの自主運営・自主管理により市民活動の活性化
に多大な貢献をしたことに対して区長より表彰がありました。

登録団体（2012 年 1 月現在）
A地区部会／木洩れ日の会／新神木自治会／21会／宮崎フローラクラブ／グリーンフォーラム21みやまえ

宮前区まちづくり協議会（交通専門部会／福祉専門部会／バリアフリー促進委員会／防災部会）

MECC／どんぐり会／宮前第4地区民生委員協議会（宮前第4民協）

ガールスカウト神奈川県第31団（ガールスカウト31団）／ふれあいクラブ／ひしや演劇研究会

宮前区歴史文化調査委員会／宮前区老人クラブ連合会（宮前地区老連）／宮前区退職者の会

平まなびあいグループ　アンダンテ／水沢森人（もりんど）の会／東京第四友の会　宮前方面（友の会宮前方面）

チングの会／けやきの会／宮前ワンワンクラブ／宮前区子ども会連合会　ジュニアリーダー研究会

東有馬2丁目の生活を守る会／ふる里さくら祭り実行委員会（さくら祭り）／宮前ガーデニング倶楽部

ボーイスカウト川崎第49団（BS49）／ヘルスメイト・宮前／カンガルー宮前子育てネットワーク

地域で子育てを考えよう連絡会（ちいくれん）／福祉ネットワークみやまえ（みやまえネット）／絵手紙研究会

LET'S国際ボランティア交流会（LET'S)／茉莉花の会／日本史研究会／ミニデイ宮崎／花曜会

飛森谷戸の自然を守る会／自主保育いちにのさん／働く母の会／宮崎6丁目自治会／樹の学校／ムグンファの会

おやじの会「しらはた21」／絵手紙　ゆう／回転木馬の会／自主保育B.B.だん／宮前第2地区社会福祉協議会

鷺沼町会／地方自治コトはじめ／あそぼう会／鷺沼地域の住環境を守る会／浮き世ばなれの会

宮前区青少年指導員連絡協議会／健康・栄養フォーラム／カウンセリング同好会ひまわり／古典を読む会

もみの木の会／男性料理・みやまえの会／全日本年金者組合川崎宮前支部／宮前区赤十字奉仕団

白幡台地区コミュニティバス勉強会／宮前第4すこやか活動推進委員会／栄養士みやまえ応援団

レシピエントの会／ボーイスカウト川崎第54団（BS54）／宮前田園革新懇／かえるプロジェクト宮前連絡会

泉会／宮前「くみん・シネマ」実行委員会／ペットと最後まで／みやまえ江戸古文書を読む会

アジア伝統芸能研究会／わんわんパトロール　あい／サロン・ド・みやまえ／宮前平日本語ボランティアの会
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向丘地区区民活動支援コーナー

場所 ：向丘出張所 2階
休館日 ：施設整備点検日ほか
利用時間 ：9時～ 21時
設備 ：集会スペース A（定員 18名程度）、集会スペース B（定員 24

名程度）
作業スペース ：印刷機、紙折り機、裁断機等
登録団体数 ：42（平成 24年 1月 1日現在）
申込方法 ：利用登録申請書を出張所地域振興担当に提出し、
   後日運営委員会の審査を受けてください。
 ＊登録料 1,000円　
会議室 ：無料
印刷費 ：製版 1枚当たり 40円、印刷 1枚当たり 0.5円（用紙は持参）
 ＊預かり金を先払い

向丘出張所 支援コーナー入口（2階）

全体図（拡充後）



11

有
馬
・
野
川
生
涯
学
習
支
援
施
設

ふ
れ
あ
い
ス
ペ
ー
ス
宮
前

宮
前
区
役
所
区
民
活
動
支
援
コ
ー
ナ
ー

向
丘
地
区
区
民
活
動
支
援
コ
ー
ナ
ー

作業スペース 集会スペースA

○お知らせ　
向丘出張所では、平成23年12月12日から平成24年5月11日までの間、
エレベーター設置と庁舎内レイアウト変更のため工事を行っています。
区民活動支援コーナーは拡充工事終了後、順次利用を再開しています。

登録団体（2012 年 1 月現在）
向丘地区スポーツ推進委員会／神木本町自治会／初山自治会／向丘地区連合自治会
宮前区交通安全母の会向丘分会／犬蔵自治会／初山団地自治会／第一最勝会サンサンクラブ

宮前区子ども会連合会向丘支部／宮前消防団／NPO法人ひろば　じこん

宮前区母子寡婦福祉会「あじさい会」／もくよう会

福祉クラブ生協宮前食事サービスワーカーズ・コレクティブこのみ／向丘地区青少年指導員会

向丘防犯連絡協議会／平瀬川流域まちづくり協議会／向丘地区社会福祉協議会

NPO法人住宅ビーインコンサルタント／向丘憲法勉強会／市政学習会

新日本婦人の会宮前支部たけやぶ班／坂俳句会／ピーターラビットの会

生活クラブ生協「みどりクラブ」／はなみずきの会／茉莉花の会

新日本婦人の会宮前支部マーガレット班／向丘地区老人クラブ連合会／さくらの会／傾聴すがお

向丘第二民生委員・児童委員協議会／原水爆禁止宮前区協議会／神奈川土建一般労働組合平白幡分会

区役所・出張所問題を考える会／新日本婦人の会宮前支部どんぐり班

神奈川土建一般労働組合菅生犬蔵分会／桜門吟和会／宮前地区更生保護女性会／先輩の人生に学ぶ会

NPO法人地域福祉研究室PiPi／吉福会
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ふれあいスペース宮前（平成 21 年 4月設立）

場所 ：高齢者施設「富士見プラザ　フォンテーヌ鷺沼」1階（土橋 3丁目）
休館日 ：年末年始ほか
利用時間 ：9時～ 21時（火・金曜 10時～ 15時除く）
設備 ：会議室（定員 15名程度）
作業スペース ：印刷機等
登録団体数 ：47（平成 24年 1月 1日現在）
申込方法 ：毎週火曜・金曜 10時から 15時までの間、運営委員が会場にいます
 　ので、その場で申請書を運営委員に提出してください。
会議室 ：1コマ 200円
印刷費 ：製版 1枚当たり 40円、印刷 1枚当たり 0.5円（用紙は持参）
 ＊年会費あり　

「富士見プラザフォンテーヌ鷺沼」入口　 ふれあいスペース宮前

全体図



13

有
馬
・
野
川
生
涯
学
習
支
援
施
設

ふ
れ
あ
い
ス
ペ
ー
ス
宮
前

宮
前
区
役
所
区
民
活
動
支
援
コ
ー
ナ
ー

向
丘
地
区
区
民
活
動
支
援
コ
ー
ナ
ー

ふれあいの場（火・金 10時～ 15時） 会議室（有料）

○お知らせ　
鷺沼プール跡地、なごみ保育園裏の高齢者施設「富士見プラザ　フォンテー
ヌ鷺沼」1階にあります。
毎週火・金曜日の 10時から 15 時までは「ふれあいの場」（子育て支援）
として誰でも無料でご利用できます。登録する必要はありません。とくに、
こどもは大歓迎です！ただし、団体利用はできませんのでご注意願います。

登録団体（2012 年 1 月現在）
桜花詩吟会／アピエ後援会／花アート倶楽部コルザ／パピルス／宮前ハーモニカ愛好会シャボン玉

宮前第4民児協／宮前第4すこやか／若美会／ルアナ　ココオルナ／Mミューズ

東京第4友の会　宮前方面／富美の会／C*KIDS／中部地域ダウン症児の会「スキップ」／樹林

SG川崎さぎ沼／プールサイドスカイマンション理事会／社会福祉法人　子の神福祉会

NPO「地球の木」川崎ブランチ／ノーブルケア／草萠会／発達障害コミュニティー  クローバー

りぼんの会／さぎ沼なごみ保育園／KKねっとわーく／花の台碁友会

ウォーキングクラブ「ハナイカダ」／3B体操さぎ沼／宮前区ふたごの会／りすぐみの会

特定非営利法人活動WE21ジャパンみやまえ／さくらの会／カーサ鷺沼／桜ビジョンの会

宮前ギターアンサンブル／Hula Laule'a／ベビーマッサージ・キラママサークル

歌と動きのリトミック～ハッピーリズム～／はーとステーションぽかぽか／こあらっ子

福祉クラブ生協宮前地域協議会準備会／ほほえみの和「陽だまりの会」／ゆりかり

ひばり幼稚園すみれぐみ／聖マリ7号会／しかっこ（幼稚園）／有馬白百合幼稚園　うさぎ組
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有馬・野川生涯学習支援施設（平成 21 年 5月設立）

場所 ：有馬・野川生涯学習支援施設（通称：アリーノ）2階（集会室除く）
休館日 ：年末年始、第 3月曜日ほか
利用時間 ：9時～ 21時
設備 ：グループ室 1（24名）グループ室 2（18名）フリースペース
作業スペース ：裁断機等
登録団体数 ：103（平成 24年 1月 1日現在）
申込方法 ：詳細はお問い合わせください。
会議室 ：無料
印刷費 ：白黒印刷 1枚当たり 1.5円、カラー 1枚 10円（用紙は持参）
＊詳細はお問い合わせください。

有馬・野川生涯学習支援施設 フリースペース・ギャラリー

作業室 グループ室（無料）
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○お知らせ　
フリースペースは、市民活動を目的とした登録団体・一般団体・個人の方が「打ち
合せ」や「資料づくり」などにご利用になれます。1階窓口で受付をお願いします。

登録団体（2012年1月現在）
書法会「玉真」宮前支部／手あみサークル／神奈川県年金受給者協会  宮前分会／アピエ／油絵同好会／

発達障がいコミュニティー  クローバー／だっくの会／三矢書道教室(愛)／有馬銀座商店会／絵手紙  ゆう

子どもの本の会／南野川特別緑地保全地区管理運営協議会　野川はあも／東有馬町会／装の会

有馬9条の会／ひまわりの会／神奈川土建一般労働組合

特定非営利活動法人　日本クリエイティヴ・セラピスト協会　川崎支部／宮前九条の会／有馬こども会

有馬温泉通り商店会／ボーイスカウト川崎第49団／有馬ミニバスケットボールクラブ／花*花

琴アンサンブルパウロニア／宮前第6地区民生委員児童委員協議会／建設ユニオン高津分会

あーりまふらサークル／カンガルー宮前子育てねっとわーく／宮前区子どもの遊び場を考える会  ポレポレ

清水マリ子後援会／プリムローズ　母と子の会／宮前区まちづくり協議会／3B体操・川崎／有馬保育園

自主保育B.B.だん／菅生こども文化センター運営協議会／すずの会／セザール第三鷺沼管理組合

ボーイスカウト川崎第54団／宮前ハーモニカエコーズ／ヘルスメイト・宮前(区食生活改善推進員連絡協議会)

グリーンロード有馬／グリーンフォーラム21みやまえ／宮前地区青少年指導員会／わんわんパトロールあい

発達障害支援ネットワーク／茶道裏千家宗江会みやまえ／フラワーデザイン協会／富士見フレンド

特定非営利活動法人秋桜舎コスモスの家／宮前区赤十字奉仕団さつき班／福祉ネットワークみやまえ

英語サークル／三田橋商店会／NPO面接交流の会／宮前ゴスペルクワイア／川崎市身体障害者協会宮前支部

有馬中央商店会／有限会社宮前サポートゆうゆう／鷺沼八重の会／有馬南住宅理事会／ママの絵本サークル

東有馬地区社会福祉協議会　事務局／Mｓ̓  ファクトリー／ベビマの会／みんなDE体操／男の料理教室

礼音／もみの木学びの会／ちいくれん(地域で子育てを考えよう連絡会)／野川俳句会／自主保育くるみの木

韓国を楽しもう／シアタープロジェクト羽鳥／宮前区老連女性部フォークダンス

東有馬2丁目第5支部5組町会／新神木シニア会／宮前ワンワンクラブ／ARS  13／チーム  ラパン

絵手紙サークル若葉／トラの会／有碁会／学校法人持田学園有馬白百合幼稚園

宮前区保護司会有馬鷺沼地区会／(社)ペットと最後まで／宮前ふれあいの家／ハーティー・ステップJｒ

はじめて出会う絵本えらびの会「アンガス」／栄養士みやまえ応援団／ゆうゆう会／飛森谷戸の自然を守る会

ヒューマン・ネットワーク／鷺沼ヴィオラ管理組合／(社)スコーレ家庭教育振興協会／鷺沼こずえ会

ふたこぶらくだのおはなし会／発達障害支援アカンパニスト／バルーンアート普及会／有馬第二団地自治会

ナチュラルライフスクール和の輪／ノーブルケア

平面図
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まだまだあるよ !

  市民活動で利用できるその他の施設

休館日 ：年末年始
利用時間 ： 9時30分～21時　日祝： 9時30分～18時
 ＊詳細はお問い合わせください。
掲載団体 ：育児サークル「ピーター」、 さくらんぼクラブ、
 　 宮前プルメリア、 幼児グループ　どろん子

区内のこども文化センター
　こども文化センターは児童館であり、地域児童の健全育成のための施
設ですが、市民活動支援の地域拠点として市民活動団体の打合せ等にも
利用できます。各館の使用できる部屋および机や椅子等の備品は、それ
ぞれ施設の状況が若干異なりますので、ご利用の際にご確認ください。

ふれあいネット（公共施設予約）
　川崎市には「ふれあいネット」を通じて、市公共施設の会議室などの
利用申込みができます。
　事前に利用者登録手続（利用料金の口座振替を含む）が必要です。

館名 住所 電話番号
野川こども文化センター 野川 3182 - 1 044 - 788 - 2202
有馬こども文化センター 有馬 4 - 5 - 2 044 - 855 - 2166
蔵敷こども文化センター 菅生 5 - 3 - 21 044 - 977 - 2577
菅生こども文化センター 菅生ケ丘 13 - 2 044 - 976 - 0444
平こども文化センター 平 2 - 13 - 1 044 - 865 - 1032
白幡台こども文化センター 白幡台 1 - 13 - 1 044 - 977 - 8600
宮崎こども文化センター 宮崎 1 - 7 044 - 888 - 2755
宮前平こども文化センター 宮崎 6 - 2 044 - 855 - 1884

詳細は、宮前区役所ホームページ「宮前区のまちづくり」⇒「市民活動支援」⇒
「川崎市内の市民活動拠点のご案内」をご覧ください。

詳細は、宮前区役所ホームページ「ふれあいネット」をご覧ください。

館名 住所 電話番号
宮前市民館 宮前平 2 - 20 - 4 044 - 888 - 3911
宮前市民館　菅生分館 菅生 5 - 4 - 11 044 - 977 - 4781
有馬・野川生涯学習支援施設（アリーノ） 東有馬 4 - 6 - 1 044 - 853 - 3737
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野川こども文化センター 有馬こども文化センター

蔵敷こども文化センター 菅生こども文化センター

平こども文化センター 白幡台こども文化センター

宮崎こども文化センター 宮前平こども文化センター
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市民活動 応援マップ 市民活動団体の悩みのひとつ「活動場
所がない」の解決に役立つ情報をマッ
プにまとめました。

（出張所地域振興担当）

（土橋3-1-6）
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P7～ P17までのすべての施設がこのマップに載っ
ているんだね！このマップは宮前区まちづくり協議
会が平成 23年 5月に発行しました。



20

かわさき市民活動センター
　川崎市では公益財団法人かわさき市民活動センターが運営する「かわさき
市民活動センター」を全市的な支援拠点として位置づけています。
　センターは、誰もが暮らしやすい社会の実現に向けたボランティア・市民
活動および青少年活動の推進を使命とした非営利組織です。
　センターは、さまざまな市民活動やボランティア活動を行なっている人た
ちや、これから行おうとしている人たちを応援します。

　センターは、「人材育成」「活動拠点」「資金」「情報」「ネットワーク」といっ
た社会的資源を提供し、さまざまな側面から市民活動を応援するとともに、
青少年の施設等の運営管理を行っています。
　センターには、会議や打合せなどができる「会議室」や、関係図書が閲覧
できる「図書コーナー」、パソコンを使って作業やインターネットができる「パ
ソコンコーナー」、資料を印刷したり製本作業ができる「印刷・作業コーナー」
などがあります。

公益財団法人.かわさき市民活動センター
〒 211-0004　川崎市中原区新丸子東 3-1100-12
電話. 044-430-5566 (代表)　　FAX. 044-430-5577
E メール. volunt@kawasaki-shiminkatsudo.or.jp

宮前区外に足をのばすならこんな施設が！

川崎市の拠点
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宮前区区民活動支援コーナーには、実に様々な種類の
活動をする団体が登録しています。ここからは登録団
体をご紹介します。
興味のある活動があったら、ぜひ参加してははいかが
でしょうか？

区内152団体をご紹介！
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　参加メンバーは老若男女、子供も多くいます。
苗を育て、花を植えたり、草をとったり、ゴミ
拾いをしたり。最後に飲食パーティーで、最近
の様子をみんなで話し合います。この活動は 20
～ 30名でもう 20年以上にもなります。これ
から楽しく、おもしろく、とくに健康を維持で
きるよういろいろな企画、メンバーを募集して
います。

A 地区部会（オープンガーデンの会）

代表者 :	影山　亥史郎	 活動日 :	年に数回
会費等 :	なし　	 連絡先 :	044	-	854	-	4090

会員募集中！

　21会は男性だけのボランティアグループです。
「出来る時に、出来ることを、出来る範囲で」をモッ
トーに、福祉関係、各種イベント等の支援を趣味
や特技を活用し、無理なく仲間と共に楽しんで活
動しています。活動を通して地域のことが見えて
きます。世の中の見方が変ります。入会条件は、
健康な身体と前向きな温かい心だけです。いつで
も入会できます。特に団塊世代の方歓迎します。

21 会（宮前区男性まごころの会）

代表者 :	渡辺　博　	 活動日 :	毎月 2 回の定例打合せがあります。
会費等 :	年 1,000 円		 連絡先 :	044	-	977	-	3171

会員募集中！

　3B体操の指導者の団体です。
・ 体験会、講習会などの企画、運営
・ 3B体操サークルへの紹介
・ 指導者の派遣（ご依頼のあった場合に行いま
す。）対象は、親子体操、ジュニア体操、一般
の方々、高齢者等々の活動をしています。ぜひ、
健康づくりに 3B体操をご体験ください。

3B 体操・川崎

代表者 :	猪野　ひろ代	 活動日 :	原則　木曜午後
会費等 :	月 500 円（指導者会員のみ）	 連絡先 :	044	-	856	-	0267　　　　　

会員募集中！
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　地域で障害者支援をしている援助者を対象に地
域連携、情報交換を目的とした勉強会・ワーク
ショップなどを実施し、地域での精神保健福祉の
普及・啓発を目指しています。
　今後は、当事者・家族・地域の方々へと輪を広
げていきたいと考えています。

Ｋ・Ｋねっとわーく

代表者 :	石野　博康	 活動日 :	月 1 回（不定期に実施しています）
会費等 :	なし			 連絡先 :	044	-	862	-	4180
	 	 （さぎぬま公園クリニック内）

障害者支援に携っている方募集中！

　平成 2年に帰国子女の親が集まって設立。外
国人市民の支援、地域の国際理解・多文化共生
を目的として活動しています。日本語サロン（毎
月曜日）、レインボークラブ（年 4回）、リサイ
クルバザー（年 2回）のほか、料理講習会、国
際理解トークサロンなど随時開催。関心のある
方は見学下さい。詳細は、HP参照。
http://inthe.info/lets/

LET'S 国際ボランティア交流会

代表者 :	小倉　敬子	 活動日 :	不定期
会費等 :	年会費 2,400 円	 連絡先 :	044	-	853	-	2140
	 	 	 lets@spa.nifty.com

会員募集中！

　建前としての福祉は、それなりに整備されつつ
ありますが、それらは「点」でしか機能していな
いように感じます。pipiは、それらを結びつけて
「線」へと展開し、「面」として発展していくこと
が大切だと考えています。もっとお互いが「魂」
でぶつかり合う日本人が持っていた「おかげさま」
という助け合いを感じる社会を実現したいと考え
ています。

NPO 法人地域福祉研究室 pipi

代表者 :	高橋　弘幸　	 活動日 :	不定期
会費等 :	一般 3,000 円　学生 1,000 円		 連絡先 :	 info@npo-pipi.com

会員募集中！
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　宮前の桜と梨の花で「花＊花」。満開の花の下
を歩くようなキモチのおすそわけ。必要な時に
必要な人が集まる場です。
　現在コラボや「梨＊花」のブランド化を目指
しています。

アトリエ　花＊花

代表者 :	落谷　佐苗	 活動日 :	不定期
会費等 :	あり			 連絡先 :	 hanahana.linka@gmail.com

現在、募集はしていません

　障害児の余暇活動のために、16年前に始まった
会ですが、現在は青年活動となっています。国学院
大学のサークルの学生の方々にお手伝いをいただ
き、月 1回土曜日に、様々なレクリエーションを
楽しんでいます。年に 1回は八ヶ岳の自然にふれ
る合宿もあり、仲間たちの楽しみのひとつとなって
います。会は、親子での関わりを原則としています。
また、障害児の子育て相談も受けつけています。

あそぼう会

代表者 :	太田　公子　　	 活動日 :	毎月 1 回　土曜日
会費等 :	年 4,000 円			 連絡先 :	044	-	865	-	6465

現在、募集はしていません

　地域であたり前に暮らして行きたいと考えて
いる障がい者（主に精神障がい）の方々の支援
事業をしている社会福祉法人アピエの応援団と
して平成 17年夏に誕生した市民活動グループ
です。地域のバザーに参加したり、コンサート
や講演会、寄席などを企画開催しています。い
つでも会員募集中です。

アピエ後援会

代表者 :	前原　幸子　　　　　　　　　　	 活動日 :	特定の日はなし
会費等 :	正会員個人 1,000 円（年会費）	 連絡先 :	044	-	855	-	4380　
	 　　　団体 3,000 円（年会費）			　

会員募集中！
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　油絵を一度描いてみたい！以前描いたことが
あるがもう一度描いてみたい！
　初心者も経験者もいろいろ・・・みんなで集
まって油絵を楽しんでいます。描いた油絵をみ
んなで合評したり、作品展に出品したり、多く
の人に観ていただく機会をつくっています。活
動場所は有馬・野川生涯学習支援施設「アリーノ」
です。

油絵同好会

代表者 :	水谷　典雄　	 活動日 :	第 1・第 3日曜日
会費等 :	月 1,000 円　	 連絡先 :	044	-	766	-	8477	

会員募集中！

　有馬 9丁目 “しいの木公園” の美化、遊具の
点検、年 2回の花植え活動などを行ない子供達
の安全と地域の方々の交流促進を計っています。
花植えは春と秋の年 2回大人も子供も一緒に楽
しく土いじりをします。お花の好きな方、活動
に興味のある方、仲間に入ってみませんか。花
植えのお知らせは町会の回覧及び掲示版、公園
内に掲示します。

有馬 9 丁目町会しいの木公園緑地愛護会

代表者 :	有馬町会 9丁目支部長（2年毎交代）	 活動日 :	随時（花植えは年 2回）　
会費等 :	なし　	 連絡先 :	有馬町会 9丁目支部長

会員募集中！

　有馬 9丁目 “さくら公園” の美化、遊具の点検、
年 2回の花植え活動などを行ない子供達の安全
と地域の方々の交流促進を計っています。花植
えは春と秋の年 2回大人も子供も一緒に楽しく
土いじりをします。お花の好きな方、活動に興
味のある方、仲間に入ってみませんか。花植え
のお知らせは町会の回覧及び掲示版、公園内に
掲示します。

有馬 9 丁目町会さくら公園緑地愛護会

代表者 :	有馬町会 9丁目支部長（2年毎交代）	 活動日 :	 随時（花植えは年 2回）
会費等 :	なし　	 連絡先 :	 有馬町会 9丁目支部長

会員募集中！
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　有馬町会、東有馬町会地域の小中学生を対象に
した、自由参加の会で、今年で 44周年を迎えま
す。5つの部活動（少年野球、少女ソフトボール、
バドミントン、はねつき、太鼓）、親子レク、町会
の各種行事への参加などを中心に活動しています。
有馬地区を中心に活動していますが、有馬地区以
外の方も入会可能ですので、ご相談ください。

有馬こども会

代表者 :	松田　悟　	 活動日 :	各種行事の開催日
	 	 	 各部活動の練習日（土日中心）
会費等 :	年 600 円　	 連絡先 :	 toiawase@arimakids.com
	 部活動に参加する方は各部の部費

会員募集中！

　ふるさと公園、楓公園に花を植え、清掃活動
を通して、仲間づくり等をしています。
　公園を利用する親子、時々散歩する中高年な
どが活動の中心メンバーです。20名～ 30名
程度ですが、とにかく「無理をしないこと」がモッ
トーで、20年以上続いています。参加してい
る人の関心、テーマを大事にして、支援サポー
トしていきたいです。

有馬オープンガーデンの会

代表者 :	影山　亥史郎　	 活動日 :	原則月に 1回程度（年 2回花植え）　
会費等 :	なし　　	 連絡先 :	044	-	854	-	4090

会員募集中！

　ピーターは、野川こども文化センターのプレ
イパークを活動拠点にしている育児サークルで
す。恵まれた自然環境の中で、公園ではなかな
か出来ない水遊びや泥んこ遊び、野外料理など、
親子で四季を感じながら楽しく活動しています。
途中入会、大歓迎です！興味ある方は、気軽に
遊びにきてください。（体験見学、要予約）

育児サークル「ピーター」

代表者 :	田部井　恵里　	 活動日 :	毎週金曜日　10 時～ 14 時　
会費等 :	月 2,000 円（アドバイザー料含む）	 連絡先 :	080	-	6642	-	7661
	 	 	 （ピーター携帯）

会員募集中！
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　東名川崎 IC斜め向かいの東名土橋公園で、年
中行事や季節の風習、演芸に親しみながら呑ん
で語って遊んでの大宴は、毎回赤ん坊からお年
寄りまでが小さな児童公園を埋めつくします。
参加はどなたでも。芸と宴と集いあふれるベッ
ドタウンに奮ってご参加を。
　日程はHPをご覧ください。
　“おいかどいちろう” にて検索を。

浮き世ばなれの会

代表者 :	おいかど　いちろう	 活動日 :	不定期　
会費等 :	なし　　　	 連絡先 :	 o-ichiro@hotmail.co.jp

会員募集中！

　ハナイカダは平成 15年に精神保健福祉に関
心のある方ならどなたでも参加できるウォーキ
ングクラブとしてスタートしました。
　月 1回里山などを風に吹かれて歩いています。
車座になって食べるお弁当は、どんなグルメ料
理よりも美味しいものです。日々の生活の中で
溜め込んだストレスも、緑の草木の中でいつの
まにか小さくなっていく気がします。

ウォーキングクラブ「ハナイカダ」

代表者 :	松浦　佐和子	 活動日 :	月 1 回　第 3または第 4日曜日
会費等 :	当事者は 20 円　	 連絡先 :	044	-	798	-	2014　
	 その他は 100 円（毎回）			

会員募集中！

　親子音楽サークルです。リトミック教室で講
師をしてきたリーダーが中心になり、身体を楽
器にしてとにかく動いて音楽を感じるリトミッ
クや歌遊びなど音にあふれた時間を過ごします。
時には青空リトミックや参加型のコンサートも
行い、いろんな楽器の音色にふれます。活動ブ
ログは「ハッピーリズム」で検索できます。

歌と動きのリトミック～ハッピーリズム

代表者 :	せがわ　あきこ	 活動日 :	月 2 回程度
会費等 :	1 回 1,000 円		 連絡先 :	044	-	862	-	0067
	 	 	 music366@almond.ocn.ne.jp

会員募集中！
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　宮前区在住、在勤の栄養士のあつまりです。
地域の食育推進を図るため離乳食教室、親子料
理教室、介護予防教室など幅広く皆さんの健康
を維持するためのお手伝いをしています。私達
と一緒に食育をすすめていただける栄養士さん
を募集しています。

栄養士みやまえ応援団

代表者 :	志賀　美知子　	 活動日 :	原則第 3水曜日（定例会）
会費等 :	年会費　500 円		 連絡先 :	044	-	865	-	6828

会員募集中！

　絵手紙の好きなオバサンが集まって、時々お
しゃべりもしながら、月 2回描いています。今
は師が居ませんが、初心者は先輩の仲間に教わ
り、それぞれが自分のペースで、描きたい画材
を持ち寄り、気楽に描いています。時には互い
に画材を交換して。
　それでも、少しずつの進歩が作品に表れ、例
会を楽しみに励んでいます。

絵手紙研究会

代表者 :	岩淵　成子	 活動日 :	原則第 1第 3水曜日（定例会）
会費等 :	現在は無料			 連絡先 :	044	-	854	-	0818

会員募集中！

　鉛筆、サインペン、毛筆その他いろいろな筆
記用具を活用しあらゆる事物を描き留め、その
感動を多くの人と分かち合います。
　また屋外スケッチ、アイデア絵手紙も積極的に
実践し、幅広い絵手紙の世界を楽しんでいます。

絵手紙ゆう

代表者 :	古川　はるみ	 活動日 :	毎月 2・4 火曜日　午前　
会費等 :	月 2,000 円	／	入会金 1,000 円	 連絡先 :	044	-	856	-	0623

会員募集中！
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　「親子リズムきしゃぽっぽ」は、毎週月曜の午
前中、野川こども文化センターで、親子リズム
体操と集団遊びをしています。子どもたちの健
康な体づくりと親たちが孤独な子育てにならな
いよう、楽しい子育てができるような集団遊び
をこころがけています。

親子リズムきしゃぽっぽ

代表者 :	今川　幸子　	 活動日 :	毎週月曜　10 時半～ 12 時
会費等 :	月会費 1,000 円			 連絡先 :	044	-	865	-	7637（今川）

会員募集中！

　ふれあいスペース宮前の登録は待っていまし
たから一番に申込。桜が美しい鷺沼ですので、
桜花吟詩会にしました。詩吟は簡単ですが、漢
詩見てわからなそう？一吟たった 2分で吟じら
れ、大声出して気分は爽快！！
　とくに、このふれあいスペースは、声が大変
良く響くので、実力以上に上手に聞こえて楽し
いです。皆様も是非ご一緒に声出ししませんか。

桜花吟詩会

代表者 :	下田　芳英　	 活動日 :	 毎月（木曜日）　2～ 3回
会費等 :	1,900 円　　	 連絡先 :	 044	-	866	-	8193（下田）

会員募集中！

　川崎市主催「父親学級」の 10講座終了後、
1983年春に発足。会社人間の川崎都民から家庭・
地域をも自分の日常とする川崎市民への変身をめ
ざす。女性も加わり夫婦の会に。定例会は異分野
の人を講師に招き生涯学習。地域ではポックリや
篠笛などの竹細工を子ども祭りや区の行事などに
出前。川崎おやじ連や県下の「おやこん（親懇）」
でネット活動。

おやじの会「いたか」

代表者 :	世話人　大下　勝巳　	 活動日 :	定例会：第 2土曜日午後 6時～
	 	 	 その他、地域活動不定期
会費等 :	なし　　　　　　	 連絡先 :	044	-	977	-	6793
　	 	 	 pxy14151@nifty.com

会員募集中！
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　平瀬川沿いにある 4つの花壇のお世話をして
います。12年前から月に 2回程度の活動で会
員は 20名です。園芸研究家の小石登氏を講師
に、お花好きな人が集まって楽しく作業をして
います。花苗は自分達で播種、育苗し定植。宿
根草を中心にした自然な感じの花壇を目指して
います。年令、性別問わず、初心者大歓迎、一
緒に花壇作りをしませんか！

ガーデニンググループこすもす

代表者 :	山本　浩子　　	 活動日 :	毎月 10 日、第 4日曜日　
会費等 :	年 1,000 円　	 連絡先 :	044	-	977	-	0813（山田）

会員募集中！

　白幡台地区を中心に、会員の親睦と住環境の
維持向上を目的に住みやすい、住み続けたいま
ちづくり活動を行っています。
　地域・交流・事務局の 3グループで、各種イ
ベント、防犯防火活動、環境美化活動、子ども
たちのふるさとづくりなどに汗しています。バ
ンドやガーデニングに興味をお持ちの方、女性
会員も大歓迎です。

おやじの会“しらはた 21”

代表者 :	三村　嶺夫　	 活動日 :	月例会のほか各グループ随時
会費等 :	年会費 3,000 円　	 連絡先 :	044	-	976	-	1200（海老澤）

会員募集中！

　「自己開発」「人との交わり」「自然とともに」
この 3つの柱を中心に活動しています。
　自分で考え責任をもって行動し、明るくやさ
しい女性となるよう、リーダーが活動をサポー
トしていきます。
　主な集会場所は高津市民館、宮前市民館です。
幼稚園の年長さんからいつでも入団できます。
お気軽にお問い合わせ下さい。

ガールスカウト神奈川県第 31 団

代表者 :	小井　由起子	 活動日 :	主に土曜日か日曜日　
会費等 :	約 20,000 円／年		 連絡先 :	044	-	976	-	2938

会員募集中！



31

　現在メンバー 5人。カウンセラーを講師に招
き、“心” の勉強をしています。話したいこと、
気になることを出し合い、その事例に対しての
各人の考え方や感じ方の違いを知ることにより、
色々な角度から自分を見つめ直し問題に直面し
た時に自分で解決できる心を養うこと、そして
自分がどんな人間であるか知ることを目的にし
ています。関心のある方大歓迎！

カウンセリング同好会ひまわり

代表者 :	小前　敬子　	 活動日 :	隔月の第 2火曜日　14 時～ 16 時　
	 	 	 宮前区役所区民活動支援コーナー
会費等 :	年会費 10,000 円	 連絡先 :	090	-	5757	-	7860

会員募集中！

　短編小説を書き、年一回作品集 “回転木馬” を
発行しています。毎月第 4土曜日に自作品を持
ち寄り、作品の感想、批評などを行います。書
くという仕事は地味ですが、自分を見つめ、ど
のように生きるか、社会と関わってゆけるかを
考えるすばらしい作業だと思います。
　勉強会は、平成元年からずっと続いています。
皆さまのご参加をお待ちしています。

回転木馬の会

代表者 :	渡邊　能江	 活動日 :	毎月第 4土曜日　13 時～ 17 時
会費等 :	年会費 10,000 円		 連絡先 :	044	-	977	-	3196（FAX も）

会員募集中！

　家庭で不用になった使用済みてんぷら油（廃
食油）は、集めて精製処理するとリサイクル石
けんとなり、又バイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）
にもなり、資源の再利用が可能です。
　油の廃棄・焼却による環境汚染を減らす「資
源循環のまちづくり」に賛同して頂いた個人宅
や公共施設に回収用ポリ缶を預けて廃食油を収
集しています。是非参加してください！

かえるプロジェクト宮前連絡会

代表者 :	藤　倫子　	 活動日 :	企画イベント開催日ほか
会費等 :	なし　	 連絡先 :	044	-	853	-	1622

会員募集中！
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　平成 8年川崎市国際交流センター開設時より
市内フラワーデザイン、手工芸関係の教授を中
心として発会し、国際交流センターの美化に作
品展示の協力や地域文化団体の研修会、発表会
など市内市民館の文化協会文化祭参加講習会と
市内を中心として活動をしている団体です。川
崎市文化協会所属・川崎市国際交流協会民間交
流団体所属・国際交流事業

川崎市フラワーデザイン協会

代表者 :	会長　長谷川　紫穂　	 活動日 :	区内教室多数（問合せでご紹介）
会費等 :	教授クラス		年会費 5,000 円	 連絡先 :	044	-	866	-	7729
　	 	 ＦＡＸ :	044	-	888	-	7548

会員募集中！

　年金受給者会員の福祉向上と会員相互の親睦、
健康・生きがいづくり、年金生活者を守るため
の事業を推進しています。
　グラウンドゴルフ・ゲートボール・ボウリン
グ等のスポーツ、年金・福祉講座研修会、年 4
回の旅行会、カラオケ・ダンス等同好会活動を
実施。JRやデパート・宿泊施設の割引利用等特
典も充実しています。

神奈川県年金受給者協会　宮前分会

代表者 :	白田　和生　	 活動日 :	毎月 1 回定例理事会　
	 	 	 行事・同好会活動は随時実施
会費等 :	年会費 2,500 円　	 連絡先 :	044	-	977	-	0282

会員募集中！

　道路に挟まれた空地は、ゴミのポイ捨てに困っ
ていました。清掃を心掛けていましたが市より空
地を借り受けることが出来たのがきっかけで散
歩や近隣の人々が花を見てホッと一息出来るよう
な心地良い場所にしたいと花一杯の花壇を作り、
日々作業をしております。
　今ではゴミや犬の害も減り花を眺めて足を止め
る方も多くなり張り合いになります。

梶ヶ谷金山町内会（現：金山ガーデニングクラブ（ひだまり））

代表者 :	芒崎　八重子	 活動日 :	 定例　月 1回　活動不定期　
会費等 :	200 円	 連絡先 :	 044	-	866	-	0067（竹島）

現在、募集はしていません
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　緑地、公園など樹木や花の楽しめる所を訪問
し観察会を行ない、樹木の名前や特徴を知って
いただきます。また、時期に合った説明をいた
します。観察会は 10時から 12時の間に行いま
す。時々昼食会を行ない会員間の親睦を図って
います。どなたでも入会できます。
　入会希望がありましたらお問い合わせくださ
い。年間計画をお送りします。

樹の学校

代表者 :	太田　陽一　	 活動日 :	毎月第 3土曜日
会費等 :	年会費２，０００円				 連絡先 :	044	-	856	-	8382（太田）

会員募集中！

　宮前区内の緑の回廊ネットワークでうるおい
のあるまちづくりを目指しています。水・緑・農・
花で活動しているグループが協力して世話役会
をつくり講座・研修やフォーラムを企画開催し
ています。
 ・宮前区の緑もわかるガーデニング講座
 ・輝け生命・地域の味 (食 )がまちをつくる…
　農フォーラム等

グリーンフォーラム 21 みやまえ

代表者 :	黒沢　一之　	 活動日 :	各々団体で
会費等 :	なし（随時実費）	 連絡先 :	090	-	2154	-	7386（松井）

会員募集中！

　出逢いが子育てを元気にしてくれる。だから
出逢いのきっかけをいっぱい作って、誰もが暖
かくつながりあえる空気をこの街に満たしたい。
この街で子育てする者同志つながりあって行こ
うよ！カンガルーはそんなネットワークです。
主な活動は子育て情報誌「カンガルー通信」の
発行（年 10回）。赤ちゃん広場の開催（区内 6ヶ
所で毎月）。

カンガルー宮前子育てねっとわーく

代表者 :	小西山　香菜子	 活動日 :	主に第 2木曜、他不定期　
会費等 :	年会費 1,000 円		 連絡先 :	044	-	862	-2866

会員募集中！
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　宮前市民館菅生分館にて市民自主企画講座「傾聴って！」
の受講生が平成 19年 1月傾聴ボランティアグループ「傾
聴すがお」を設立しました。主に、宮前区の高齢者特養ホー
ムにて傾聴ボランティア活動を行っています。例会では活
動報告、研修を重ね確かな援助となるよう「お聴きする力」
を高めようと勉強を続けています。世代を超えてバリアフ
リーの交流の場所づくりを目指しています。

傾聴すがお

代表者 :	荒川　洋子　	 活動日 :	定例会　第二水曜日　午前 10 時～ 12 時
	 	 	 傾聴ボランティア活動は随時
会費等 :	年間 1,200 円		 連絡先 :	044	-	888	-	0710

会員募集中！

　高齢者や障害者の施設、また子どもたちの利
用する所で、紙芝居・お話・踊り・詩吟・歌や
コーラス、器楽の演奏等のレクレーションを行っ
ています。地域やそれ以外の場所で、さまざま
に特技をもって活動している個人やグループに
も声をかけて参加を呼びかけ、コラボレーショ
ンも行っています。公演では、利用者も参加で
きるプログラムを心がけています。

劇団「吉福会」

代表者：小田　育子　	 活動日：毎月第 1・3月曜日の午後
会費等：年 1,000 円	 連絡先：044	-	855	-	3298

会員募集中！

　東有馬周辺歩道並びに、周辺空地及び公園等
に花壇を新設、管理、清掃を基本とした作業を
基に、周辺住民を集め元気づくりの会を構築す
ることで活動していく考えです。

グリーンロード有馬

代表者 :	相馬　紀昭　　	 活動日 :	毎週水曜日・土曜日（自由参加）
会費等 :	年 1,000 円　	 連絡先 :	044	-	854	-	0110（相馬）
　	 	 	 044	-	872	-	0355（佐藤）

会員募集中！
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　青少年の家での子供たちの指導、老人ホーム、
デイケア、役所のイベント、学校や外国人の為
の体験教室（尺八・琴）など。
　地域に根ざしたコンサート活動を毎年行い、
来年も 10月 7日溝の口高津市民館で「第 34
回箏小さな小さな音楽会」を開催予定です。
　入場無料。

琴アンサンブルパウロニア

代表者 :	山本　芳子	 活動日 :	週 1 回
会費等 :	　　　	 連絡先 :	044	-	977	-	9397

会員募集中！

　29年前 3名の主婦が自立した老年期を送るに
はその時の年寄りに聞くのが良いとか、さっそく体
操教室を土橋会館で始め、コーラスをグリーンハイ
ツ集会所。（ボランティアが宮前区で最初に始めた
高齢者の会食会、脳梗塞障害の患者と家族の会の手
伝い、パソコン教室）を宮前市民館。ミニデイサー
ビスの手伝いを平老人憩いの家。その他会員相互の
助け合い、レクリエイション（バス旅行会食会）

木洩れ日の会

代表者 :	相田　京子	 活動日 :	 第 1 金世話人会、第 3水午前中クッキング
	 	 	 午後例会 12 時の昼食予約できる　
会費等 :	年会費 1,500 円			連絡先 :	 044	-	877	-	7996

会員募集中！

　高齢者関係ボランティアの会。相互扶助の精
神で活動しています。活動は健康づくり・助け
合い ･学習・お楽しみ・広報の 5部会あり、助
け合い部会は手助けを必要とされる方へ、民生
委員と共に対応しています。毎月第 1月曜日は
茶話会、第 3月曜日はミニサロン。毎週月～金
曜日 10時から朝の体操。参加は地区外の方も
どうぞ！

けやきの会

代表者 :	浅田　幸男		 活動日 :	向ヶ丘公園	毎週月～金 10 時～ 10 時 30 分
　	 	 	 集会所	毎月第 1・第 3月曜日
会費等 :	年会費 1,000 円	 連絡先 :	044	-	855	-	9020

会員募集中！
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　「宮前区で第九を」として 26年前に誕生。
1986年日本フィルハーモニーの伴奏による
第 1回演奏会以来、プロの管弦楽団とソリスト
をお願いしての定期演奏会は 18回。海外公演
もザルツブルクとプラハで。「みやまえ新春コン
サート」に毎年参加。常任指揮者辻 秀幸先生ほ
かの指導者に恵まれ、練習は厳しくも笑いの絶
えない楽しい時間です。

混声合唱団「樹林」

代表者 :	高橋　達　　	 活動日 :	 毎週土曜日
会費等 :	月	4,000 円　家族 3,000 円		 連絡先 :	 info@jurin.sakura.ne.jp
　　　　学生 2,000 円　	 	 044	-	855	-	0708（古川）

団員募集中！

　さぎ沼なごみ保育園では、「つくし会」の皆様
と交流を兼ねて「昔あそび」を教えて頂いてい
ます。年長児はブンブンごま・年中少児はこま
回し・めんこ・あやとり・折り紙等です。
　普段おじいちゃんおばあちゃんと接する機会
が少ない子どもたちは大喜びで昔あそびに熱中
しています。

さぎ沼なごみ保育園

代表者 :	 園長　上野平　泰子	 活動日 :	不定期
会費等 :	 　　　	 連絡先 :	044	-	871	-	7531　　

イベント企画中！

　鷺沼駅前時計台ロータリーや北口改札口付近
の交差式ロータリーの花壇、鷺沼北公園斜面の
アジサイロード、鷺沼第 1公園（山草専門）、鷺
沼 4丁目日本精工グランド内の薄墨桜の 5ヶ所
を手がけています。
　苔玉の講習も行っています。
　宮前区役所 2階で毎月開催されているロビー
コンサートで生け込みをすることもあります。

鷺沼にんじんクラブ

代表者 :	中村　昭子　	 活動日 :	不定期　
会費等 :	年会費 2,000 円　	 連絡先 :	044	-	877	-	7314

会員募集中！
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　くらしにお茶を、マナーとしてのお茶を楽しみ
ながら学びませんか。春夏秋冬、自然に感謝をモッ
トーに心にゆとりを持つことの大切さを教えてい
ます。テーブル（立礼）でも作法を学べます。初
心者から教授資格まで責任をもってご指導いたし
ます。学校茶道研修、外国人留学生茶道研修、川
崎市文化賞受賞者呈茶、区文化祭茶会など幅広く
活動しています。

茶道裏千家宗江会みやまえ

代表者 :	茶道裏千家正教授　長谷川　宗江	 活動日 :	月２回（第２・４金曜日）
会費等 :	月５, ０００円（水屋料含）	 連絡先 :	044	-	866	-	7729

留学生と共に！

　未就園児のお子さんを対象にした、週１回のサー
クルです。毎月、係を決めてママ達が企画しています。
　お友達もたくさんできます。
　主に有馬こども文化センターやつつじ公園で活動
していますが、果物狩りやハロウィーン・クリスマ
ス会など色々なイベントもあります。
　どうぞ気軽に見学に来て下さいね。
　

さくらんぼクラブ

代表者 :	持田　英子　　山本　理恵子	 活動日 :	毎週木曜日　
	 	 	 10 時 30 分～ 11 時 45 分
会費等 :	毎月 300 円　団体保険 600 円（年）	 連絡先 :	044	-	281-	8771（持田）

会員募集中！

　健康運動指導士のご指導により、健康増進の
ためのストレッチ体操を行いますと共に、体操
を通し親睦をはかっております。

さわやかストレッチング

代表者 :	山口　勝久	 活動日 :	土曜日午前中　１０時～１２時　月２～３回
会費等 :	月２, ０００円	 連絡先 :	044	-	888	-	4125（長谷川）

会員募集中！
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　0歳～ 6歳までの就学前の子どもたちの生活
の場、成長の場を、親たちで話し合って作り、
子育てを支え合っているグループです。親が交
代で保育しながら、子どもたちが育っていく姿
を見守っています。宮崎第 4公園や有馬ふるさ
と公園など身近な自然の中で遊び、活動してい
ます。

自主保育 B.B. だん

代表者 :	荒谷　	 活動日 :	毎週月曜～金曜　9時 30 分～14 時　
会費等 :	1 家族 3,600 円	 連絡先 :	044	-	750	-	8077
	 別途保険料などあり

会員募集中！

　私達は子供達とその家族を中心に地球温暖化防止
のために自然エネルギー利用の大切さや節約節電な
どのエコ生活の普及活動をしています。ソーラー
パネル搭載の軽自動車の電源でキーボードの演奏を
したり、ソーラーおもちゃを実際に手にふれ動かし
て自然エネルギーのパワーを体験したり、またソー
ラークッカーによる調理実演、環境紙芝居を見るこ
とにより環境問題を考えてもらっています。

サン・ネイチャー・クラブ

代表者 :	柳原　伸香	 活動日 :	 各種イベント（環境イベント中心）、
　　　　　　　	 	 出前授業（小中学校）、勉強会など　
会費等 :	年 1,000 円	 連絡先 :	 044	-	888	-	7691（柳原）

会員募集中！

　毎月第 1・第 3火曜日に、宮崎第 1公園で外
遊び広場「いちにのさん」を開催しています。土・
水・草・木…自然豊かなこの場所で乳幼児期の
大事な時間を親と子と仲間と一緒に過ごしてみ
ませんか？きっと人生の宝の時間になるはず。
そして日常の中で忘れていた何かを取り戻せる
かもしれません。自然の力って不思議だから…。

自主保育いちにのさん

代表者 :	久保　浩子	 活動日 :	 毎月第 1・第 3火曜日　10 時 30 分～正午　
会費等 :	なし　	 連絡先 :	 044	-	976	-	1069（久保）

会員募集中！
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・月 2回第 2・4土曜日午前 8時～ 9時防犯グッズ着用し
地域のパトロールを実施しています。

・パトロール時、青色回転灯装着車が併走し防犯の歌を流し
意識の向上に役立てています。宮前警察署にも可能な範囲
で協力をお願いし、共同パトロールを実施しています。

・パトロール中は路上や公園のゴミ（ポイ捨てタバコ等）
を回収し地域の環境美化に取り組んでいます。

・活動地域は白幡台 1･2丁目、南平台初山の一部。

白幡サンポリスクラブ

代表者 :	大六　光彦　	 活動日 :	 毎月第 2土曜日・第 4土曜日 8時～ 9時
会費等 :	年額 1,000 円		 連絡先 :	 044	-	976	-	3798

会員募集中！

　活動を始めて三年目です。主に有馬野川生涯
学習支援施設「アリーノ」で活動しています。
書の基本である楷書を中心に、古典的書法から、
現代に通用する実用書や硬筆、芸術性あふれる
アート書と、書全般について学び、研究してい
ます。初めて筆を持つ子供から、師範を目指す
大人まで、楽しく書道に取り組んでいます。

書法会「玉真」宮前支部

代表者 :	金野　峰蒼　	 活動日 :	毎月第 1・第 3水曜日 16 時～ 20 時 30 分
会費等 :	大人　月 3,500 円	 連絡先 :	090	-	4736	-	0997　
	 子供　月 2,500 円

会員募集中！

　0～ 6さいまでの子どもを母たちがあずけあ
いながら活動しています。
　小台公園を拠点に有馬ふるさと公園やつつじ
公園などであそんでいます。
　春夏秋冬、外でいろんなことができるもので
すよ。子どもが成長する姿、育っていくおもし
ろさを見れるっていいですよ。

自主保育くるみの木

代表者 :	阿部　彩子　　　　　	 活動日 :	 月	～	金
会費等 :	1,000 ～ 5,000 円		 連絡先 :	 090	-	4838	-	2340

会員募集中！
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　シンガーフレンズは歌の好きな人達が、山下
先生のサービス旺盛で笑いのたえない熱心な指
導を受けて歌唱力の向上に努め、相互の交流と
親睦をはかり、宮前ＪＡＭや歌の発表会の舞台
での緊張感を経験し、楽しくをモットーに、昼
オケや忘年会、旅行会など生活に潤いと生きが
いを持てる手助けになることを目標とする団体
です。

シンガーフレンズ

代表者 :	日野　準	 活動日 :	月 2 回、土曜日
会費等 :	月 2,000 円			 連絡先 :	044	-	866	-	5483

会員募集中！

　当クラブは、平成 22年 4月 1日より、宮
前区まちづくり協議会の支援を受けて白幡台地
域のゴミ置き場周辺の空きスペースを利用して
プランターを設置して、地域住民の心の癒しと、
ゴミ出しマナーや不法投棄防止及び環境美化に
努めています。また、住民による菊の栽培も行い、
秋には菊花展を地域で開いています。

白幡台ガーデニングクラブ

代表者 :	宮島　一秋　	 活動日 :	 第 1・第 3日曜日
会費等 :	会員年 1,000 円		 連絡先 :	 044	-	976	-	0257

会員募集中！

　高齢化が進む丘陵地区（白幡台・初山・南菅生・
蔵敷団地）の町づくりにはコミュニティバスが
必要との思いで、地区のメンバーが交通専門部
会の協力を得て、平成 18年 9月に勉強会を発
足、月 1回の勉強会で導入についての検討や他
地区の視察を続けています。採算性や利便性を
考慮した新路線を策定し、実車での走行可能調
査の段階に進んでいます。

白幡台地区コミュニティバス勉強会

代表者 :	古賀　宏治	 活動日 :	不定期（月 1回）
会費等 :	なし	 連絡先 :	090	-	6931	-	9071（藤田）

協力者募集中！
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　菅生台自治会にある 2つの公園の一つに花壇
造りをしています。段差を利用して、レンガを積
み上げ、又カーブを付けたデザインが特徴です。
主に「すがすが体操」（公園体操）のメンバーが
担当し、花壇管理をしています。年 4回の自治
会全体の清掃日には、多数の方が関わり、自前の
腐葉土を造ったり、除草作業に汗を流しています。

菅生第 4 公園管理運営協議会

代表者 :	山岸　秀男　	 活動日 :	 不定期　
会費等 :	なし　	 連絡先 :	 044	-	976	-	5646

会員募集中！

　6年前に新神木自治会の 60才を対象に、趣
味のサークルを作ろうと募集したら、12のサー
クルが出来、現在も活発に運営されています。
今後は、団塊の世代の方達が加わり、永くこの
地域に定着することを期待しています。なお現
在は、260名の構成となっています。

新神木シニア会

代表者 :	吉海　健治　　	 活動日 :	各サークルの世話人に一任
会費等 :	各サークルにて独立	 連絡先 :	044	-	577	-	3002　　　　

会員募集中！

　健康で豊かな高齢期をおくることはみんなのね
がいです。年金者組合はこの目的に向かって活動
する全国規模の団体です。最低保障年金の実現を
中心に各種社会保障の充実を求めて運動を進め、
地域では「一人ぽっちの高齢者をなくそう」をス
ローガンに仲間を増やしながら様々な文化活動や
健康増進の活動に日々取り組んでいます。

全日本年金者組合川崎宮前支部

会員募集中！

代表者 :	市村　磐根　	 活動日 :	毎月 1 回の役員会議　
会費等 :	組合費月 150	円から			 	 行事、サークル活動は随時　
	 年金額に応じて	 連絡先 :	044	-	977	-	9575（福永）
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　平こども文化センターを会場に、自主企画講
座を開催しています。それぞれの自分らしさを
大切にしながら、ゆっくりのびのびと考え、人
生の面白さを感じることができる場にしていき
たい・・・との想いから、日々の生活から見え
る社会や教育、環境のこと、私たち自身の生き
方などをテーマに、身体も頭も動かしながら学
び合いを続けています。

平まなびあいグループ・アンダンテ

代表者 :	堀内　由憙子　　　　　　　　　	 活動日 :	金曜日　10 時～正午
会費等 :	講座受講料（全 6回）3,000 円			 連絡先 :	044	-	865	-	8056

会員募集中！

　平成 14年 4月、川崎市の承認を受けて宮前
区内で初めて肢体障害者を対象として開所した
障害者地域作業所です。一人ひとりの能力に応
じて電機部品の組み立て、基盤の解体、チャイ
ナペイントの製作、手作り品の生産（梅ジャム、
ブルーベリージャム、梅干、味噌など）販売を行っ
ています。

地域活動支援センター　宮前ふれあいの家

代表者 :	松浦　悦子　　　　　　　　　　活動日 :	月曜日～金曜日　
	 	 	 9 時 30 分～ 15 時 30 分
会費等 :	作業による工賃として給与支給　連絡先 :	044	-	865	-	8229

利用者募集！

　公園内の清掃。ベンチ、遊具の点検。除草や
低木の刈り込み等の作業。最近は、砂場跡地に
区から提供して頂いたパンジー等を植えつけ、
花壇を「みんなのガーデン」と名付けました。
ヤマユリも咲く斜面雑木林の下草刈りも、適時
に行って、なるべく自然のみどりを残すよう、
談笑しながら楽しく活動しています。

平 3 丁目公園管理運営協議会

代表者 :	黒沢　一之　	 活動日：	定例：毎月最終土曜日午前　
会費等 :	なし	 連絡先 :	044	-	977	-	3020（黒沢）

会員募集中！
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　市内自主保育グループのネットワーク。
　自主保育とは、公園などの地域をフィールド
に就学前の子どもたちを親たちが当番制で見守
りながら活動しています。
　子育て中のママ♥ぜひ定例会にあそびに来て
みて下さい★

地域で子育てを考えよう連絡会（ちいくれん）

代表者 :	花光　香寿　	 活動日 :	定例会第 3水曜日 10 時 30 分～正午
会費等 :	レター手渡し 500 円		 	 有馬ふるさと公園　
	 郵送 1,000 円	 連絡先 :	090	-	1488	-	0934

会員募集中！

　地域（中原区・高津区・宮前区）のダウン症を
もつ会員とその家族相互の親睦を図ることを目的
に、定期的に会報を発行しているほか、療育的な
企画や季節のイベントなどを行っています。
　会員・家族ともに毎回楽しく活動しています。

中部地域ダウン症児の会「スキップ」

代表者 :	 吉田（平成 23 年度）	 活動日 :	不定期（会報年7回発行、イベント年7回等）
会費等 :	 年会費 3,000 円　	 連絡先 :	中部地域療育センター（754	-	4559）
	 途中入会月割（月 250 円）		 	 西部地域療育センター（865	-	2905）

会員募集中！

　お隣の国、韓国…。グループ名の「チング」
は韓国語で「友達」の意味です。
“韓国大好き” なひと達が集まって、言葉（初級
終了程度）の勉強から、韓国の文化、料理にま
で話題が拡がります。
　メンバーは男女 30代から 70代まで幅広く
和
わきあ い あ い

気藹藹、お茶の時間をはさんでの楽しい 2時
間半です。

チングの会

代表者 :	原田　博　	 活動日 :	毎月３回火曜日　１８時３０分～２１時　
会費等 :	1 回 1,000 円		 連絡先 :	044	-	888	-	9694

会員募集中！
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　手編みが好きな仲間が集まり、編物を楽しん
でいます。小物からウェアまで、実用的で流行
を取り入れた斬新な物等、各自、編みたい物を
おしゃべりしながら楽しく編んでいます。興味
のある方はいつでも見学出来ますので、お気軽
に声をかけて下さい。
　活動場所はアリーノ（有馬・野川生涯学習支
援施設）作品展示等にも参加しています。

手あみサークル

代表者 :	古川　清美　	 活動日 :	 第 2・第 4月曜日　午後
会費等 :	月 3,000 円		 連絡先 :	 044	-	855	-	0094

会員募集中！

　東名川崎 IC前に広がる大型花壇に季節の花を
植え、川崎の北の玄関口として「ようこそ川崎へ」
のもてなしの心を持って、その手入れに努めて
います。市道尻手黒川線の街路樹周りの清掃や
小花壇作りなど土橋・美しい街づくりを進める
ほか町内会のイベントへも積極参加、勉強会や
親睦会なども企画、会員同士和気あいあいと楽
しくがモットーです。

土橋園芸クラブ

代表者 :	山崎　純一郎	 活動日 :	 年 2 回の植栽ほか手入れは随時
　　　	 	 	 会報、メールにて実施日を連絡
会費等 :	なし			 連絡先 :	 044	-	855	-	9154（老門）

会員募集中！

　この友の会はジャーナリストで教育者の羽仁
もと子によって作られた “婦人之友” の愛読者の
集まりです。昭和 5年に設立され、年代をこえ
た交わりの中で家事、家計、育児のことを共に
学び合っています。月に 1度の乳幼児の母の集
まりでは手作りや生活リズムについて話し合い
ます。家庭の基本である家計簿記帳を大事にし
ています。ご一緒しませんか？

東京第四友の会　宮前方面

代表者 :	奥平　眞紀子　	 活動日 :	主に木曜日
会費等 :	月 1,100 円		 連絡先 :	044	-	856	-	5767

会員募集中！
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　日頃あまり耳にしない本格的な生のクラシッ
ク音楽を、近場で低料金で楽しんで頂く会です。
アリーノでのワンコインコンサートや「楽譜を
読もう」の講座では大好評を頂きました。学校・
老人ホームなどでのボランティア演奏も喜んで
行います。

トラの会

代表者 :	吉川　元子　	 活動日 :	不定期
会費等 :	年会費 1,000 円		 連絡先 :	090	-	3503	-	8833

会員募集中！

　65歳以上の介護保険を利用されていない方が
対象。今ある身体機能を維持できるよう、そし
て心から楽しく元気になっていただくことを目
指しています。バイタルチェックに始まりスト
レッチ、書道、手芸、絵、民謡、詩吟など、そ
して年 1回のバスドライブや子供達との交流と
さまざまな活動を通して触れ合っています。ぜ
ひ一度体験にいらしてください。

特定非営利活動法人秋桜舎有馬コスモスの家

代表者 :	 理事長　渡辺　ひろみ	 活動日 :	 月～金曜日（祝祭日は除く）
	 有馬コスモスの家　代表者　井口　絹代
利用料等 :	500 円	 連絡先 :	 044	-	871	-	1566

会員募集中！

　脳卒中などの後遺症で、言語に障害をもつよ
うになった仲間が励まし合い支え合っていこう
という会です。家族の参加も歓迎です。コミュ
ニケーションの方法は、言葉だけではありませ
ん。笑ったり、泣いたり、心の通じ合う仲間を
つくりましょう。言語療法士による指導、発声
練習、お口の体操、近況報告、歌、季節の行事、
交流バスハイクなど。

どんぐり会

代表者 :	江島　恵　　	 活動日 :	毎月第 1水曜日　午後
会費等 :	年会費 2,000 円　	 連絡先 :	044	-	755	-	7041

会員募集中！
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　地域の自治会館を利用し、メンバーの一人が
講師の送迎を担当し、月 2回楽しく練習してい
ます。会員が 60～ 70代なので若さと健康を
保ち、老いへのブレーキをかけられたらと地域
の交流に心がけています。福祉施設の慰問を行っ
ています。仲間を募集しています。

長沢フラの会

代表者 :	沼尾　久美子	 活動日 :	毎月　第 2・4水曜日
会費等 :	謝礼・場所代等 1回 1,000 円	 連絡先 :	044	-	977	-	1577

会員募集中！

　水彩画・油絵・デッサンなどで静物・モデル・
抽象画・野外スケッチに挑戦しています。市民
ギャラリーでの発表会や親睦会などの行事も随
時行われ会員の交流も盛んな楽しい会です。
　写真は野外スケッチでの浅野先生の講評風景。

日曜アトリエ

代表者 :	大賀　紘一	 活動日 :	第 2・4 日曜日、午前 9時半～正午
会費等 :	月 2,000 円（入会金なし）	 連絡先 :	044	-	853	-	1141

会員募集中！

　生田緑地の南側、初山地区の通称とんもり谷
戸で緑のボランティア活動を行っています。都
心部に残っている緑を里都山として残して行き
たいと思っています。手入れが進んだ場所を利
用して春秋に森の音楽会を行っています。宮前
区との協働で、佐久市との交流事業を十数年つ
づけています。道具等は準備しておりますので、
どなたでも参加出来ます。

飛森谷戸の自然を守る会

代表者 :	矢澤　茂	 活動日 :	毎月第 2日曜日　9時～ 11 時 45 分
会費等 :	必要によって集めます	 連絡先 :	044	-	977	-	6581（髙木）

会員募集中！



47

　日本の伝統的工芸の水引はのし袋でしか、見
た事がないと言う人が多く、最近ではベトナム、
中国等に下請に出して作らせている状況で、日
本の伝統技術がだんだん忘れ去られています。
大切な技術を伝承していくためには、子供達に
理解してもらいたいです。祭り等で沢山の人に
少しづつ知ってもらっています。水引工芸教室
も増えてきました。市民館でもやっています。

日本伝統工芸水引研究会

代表者 :	島崎　蓉子　	 活動日 :	第 1・第 3水曜日　午前中
会費等 :	その都度指導 1回 1,000 円	 連絡先 :	044	-	975	-	0984

会員募集中！

　創立 45年宮前支部も 30年になります。フ
ラワーデザイン、造花、アクセサリー、古布の花、
手工芸、木目込人形など多種にわたり指導して
いる団体です。老人センターや学校、市民館な
ど「和やかに手作りの楽しさ」をモットーとし
ています。手作りの喜びを体験して頂ければ幸
いです。

日本フラワー紫穂協会宮前支部

代表者 :	長谷川　紫穂　　	 活動日 :	火・水中心に月 2回程度
会費等 :	1 回 1,000 円・教材費別途	 連絡先 :	044	-	866	-	7729
	 教授会年会費 5,000 円	 ＦＡＸ :	044	-	888	-	7548

会員募集中！

　現在のテーマとしては、明治維新以後として日
清、日露、シベリヤ出兵、等戦争の歴史、又財
閥の創始者岩崎弥太郎、虎ノ門事件などの勉強を
行ってきました。文化的な物として 11月には詩
人でもあり歌人でもある北原白秋の生涯等も行う
予定となっております。基本的には会員自らの勉
強成果を発表することになっていますが、内容に
よっては外部講師にお願いすることもあります。

日本史研究会

代表者 :	板谷　孝司　	 活動日 :	 月 1 回第 3 木曜日　午後 6 時 30 分から
会費等 :	月	800 円				 連絡先 :	 044	-	977	-	2328

会員募集中！
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　働く母の会は、川崎市で学童に関わる母親達
が、働きながら安心して子育てを続けていくた
めに、自分達も何かできないかという想いで、
平成 12年 3月に発足しました。現在では、子
どもたちのために何かをしたいと自分達のでき
る範囲で活動をしています。毎年 1回、バザー
に参加し、その中から自主学童ホールの行事に
若干ですがお祝いを差し上げています。

働く母の会

代表者 :	石川　佳子	 活動日 :	不定期
会費等 :	なし　	 連絡先 :	090	-	3818	-	4881（石川）

会員募集中！

　心身の健康づくりをすることで地域づくりを
する団体です。日頃のちょっとした悩み、心に
ひっかかっていること、誰かとお話したい等、
何でもおしゃべりできる広場です。フラワーア
レンジメント、コラージュ、軽い運動等心の深
呼吸をします。誰でも参加できます。心理学に
基づくカウンセリングを基礎にしています。

はーとステーションぽかぽか

代表者 :	猪野　ひろ代　	 活動日 :	月例会、ワークショップ開催日ほか
会費等 :	実費のみ			 連絡先 :	044	-	856	-	0267

会員募集中！

　俳句は、ささやかな発見から、胸にしみ通る
感慨まで、さまざまな思いを受け止めてくれる
奥行きを持つ詩型です。四季の移り変わりの中
で感じたかけがえのない思いを五七五の形に収
めたいと、アリーノ（有馬・野川生涯学習支援
施設）を会場として、楽しみながら、勉強して
います。講師は、俳人協会幹事山西雅子先生です。
　あなたも、ご一緒に、いかがですか。

野川俳句会

事務取り扱い :	吉澤　美楯　	 活動日 :	定期（毎月第 4木曜日）
会費等 :	 月 1,000 円			 連絡先 :	044	-	866	-	8004

会員募集中！
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　発達障がいを持つお子さんの支援とその家族を
支え、共に歩みながら生きる力をつけることを目
的に活動しています。子供たちの「体験交流会」・
親たちの「ファミリーサポート定例会」・「運動が
苦手な子の為の体操教室」・「音楽療法」・講演会、
セミナーなどを行っています。

発達障がいコミュニティークローバー

代表者 :	岩崎　　	 活動日 :	不定期（お問い合わせください）
会費等 :	年会費 4,000 円（お問い合わせください）	 連絡先 :	 community-info@ac.auone-net.jp

会員募集中！

　花が好きで、人が好きで…植物で自分の思う「美
しさ」を表現していく優しいグループです。いけば
なの展覧会や屋外で廃材となった樹木や竹で造形
を作ったりもしています。地域の小学校やインター
ナショナルスクールにもいけばなを教えに行って
います。「コルザ」とはフランス語で「菜の花」です。
菜の花のようにいきいき明るい皆さんがいます。

花アート倶楽部コルザ

代表者 :	渡辺　珠菜（わたなべ　じゅさい）	 活動日 :	木曜日　月 2～ 3回
会費等 :	2000 円（月 1回）3500 円（月 2回）5000 円（月 3回）＋花材費
連絡先 :	http://home.a07.itscom.net/jusai/index.htm	の「問合せ」からご連絡下さい

会員募集中！

　花の台町内会の方なら、入会自由です。お住ま
いの近くの公園の清掃、下草刈り等をしています。
宮崎第2公園と宮前平第3公園の花壇の手入れは、
年 2回の植え替えをしています。樹木の花も含め、
四季節に、花が楽しめる様に、工夫しています。

花の台公園愛護会

代表者 :	斎藤　公子	 活動日 :	 宮前平第 3公園：ほぼ毎日　
　　　　　　　　　	 	 宮崎第 2公園　：水曜日
会費等 :	なし　　	 連絡先 :	 044	-	856	-	0590　　

会員募集中！

※ 2011年 9月より「発達障害支援アカンパニス
ト」に名前を変更しました。



50

　バーベキューやスキー等のアウトドア活動を
通してハンディ（障がい）の有無や年齢・職業、
居住地域などの壁を越え、皆が平等な立場とし
て友達の輪を広げ、楽しみを共有することによっ
て、ハンディを持つ方の社会参加の促進と環境
改善の一環として仲間作りを実践しています。
HP　http://beco.jp/

バリアフリーサークル BECo

代表者 :	小石原　靖　	 活動日 :	公式イベントは年 6回　他不定期イベント
会費等 :	年会費 1,000 円	 連絡先 :	koishihara@beco.jp

会員募集中！

　お花などの文化活動を通して地域の人とのふ
れあいやつながりを深めて頂くことを目的とし、
1999年から老人ホームや宮前市民館等で活動
しています。お花のアレンジメントを中心に華
道・茶道体験、マナー講座や浴衣の着付け、絵
手紙、風呂敷包みの講習会と内容は多彩。ご興
味のある方、見学・体験等いつでも大歓迎です。

花ボランティア　わすれな草

代表者 :	荒牧　富美江　	 活動日 :	毎月第 2・第 4月曜日	13 時半～16 時
会費等 :	正会員年会費 1,200 円	 連絡先 :	044	-	862	-	2129
　　　　賛助会員年会費 500 円

会員募集中！

　子どもは未来からの贈り物。子どもたちが安
心して育つことは、大人の生きやすさに繋がり
ます。人は見えやすい結果を求めがちですが、「大
切なのは子どもの心が健康に育つ土台と根っこ
づくり」との思いを抱く母たちが自然に集まり
ました。今は不定期に情報交換や勉強会をして
いますが、これまでの蓄積を生かした活動を今
後展開させていきます。

Le semeur（ル スムール）～ひまわりの会

代表者 :	織田　恵子	 活動日 :	不定期
会費等 :	実費負担		 連絡先 :	044	-	854	-	0012（FAX 兼）

現在、募集はしていません
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　川を活かしたまちづくり活動を始めて 20年近
くなります。ごみいっぱいの川が今では鮎が沢山
泳ぐ川になりました。緑の多くをできるだけ残し、
うるおいのあるまちづくりが進むよう、学校を中
心に自治会、商店会、諸団体が一体となって運動
を進めています。子供たちのふる里がいつまでも
豊かでありますよう願って活動を続けます。

平瀬川流域まちづくり協議会

代表者 :	黒沢　一之　	 活動日 :	不定期
会費等 :	年 1,000 円（通信費程度）	 連絡先 :	090	-	2154	-	7386
	 	 	 （事務局　松井隆一）

会員募集中！

　地域の中でお互いに助け合い、住み慣れたわが
家・わが街で暮らし続けられる「まちづくり」の
一助になりたいと集まった仲間たちです。突然の
ケガ・入院・病中病後の家事援助や通院介助、川
崎市の産前産後支援、介護保険の訪問事業などを
行っています。メンバー皆で話し合って運営する
ワーカーズコレクティブです。あなたも一緒に活
動しませんか。

福祉クラブ生協　宮前家事介護ワーカーズ・コレクティブさんさん

代表者 :	頴川　優子　	 活動日 :	平日　9時	～ 17 時
会費等 :	出資金 10,000 円	 連絡先 :	nql49699@nifty.com	　　
	 	 	 044	-	852	-	7747

会員募集中！

　福祉クラブ生協は、設立 22年のたすけあい生
協です。地域に住む私たち一人ひとりが互いに見
守り「たすけあう」システムをつくり続けてきま
した。宮前区でも、食材等の配達、家事、介護、
配食、ケアプラン作成等のサービスを広げ、宮前
地域協議会準備会として連携し活動しています。
2011年度には移動サービスを創りたいと思って
います。

福祉クラブ生協宮前地域協議会準備会

代表者 :	加藤　由美	 活動日 :	
会費等 :	　　　　　	 連絡先 :	044	-	977	-	0705
	 	 	 （福祉クラブ生協初山センター）

会員募集中！
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　“旅” を通じて、認知症を予防することを、ね
らいとしています。
　旅先の情報を調べ、旅の計画を立て、独創的
な旅程を考え、実行することで、知的機能を使
うことを習慣化し、仲間と活動を継続すること
をめざしています。

富士見フレンド

代表者 : 柏木　文子　	 活動日 : 毎月第 2・4火曜日（14 時～ 16 時）
会費等 : なし	 連絡先 :044	-	752	-	3801

現在、募集はしていません

　ふる里さくら祭りは今年で 15回の開催をして来
ました。4月第 1日曜日に宮崎台駅前の桜坂・第
1公園等を中心に「市民手作り」で地域住民の親睦
と地域の活性化を図るため、自由参加の実行委員会
を立ち上げ、周辺地域の皆様のさまざまなご協力（東
急バス路線の変更による「歩行者天国」、寄付金に
よる運営資金の調達等）をいただきながら開催して
います。

ふる里さくら祭り実行委員会

代表者 : 斎藤　一久	 活動日 : 	12 月～ 5月頃　祭りは毎年 4月第 1日曜日
会費等 : なし			 連絡先 : 	044	-	854	-	1261（斎藤）　
	 	 	 ksisaitou@jp.bigplanet.com

会員募集中！

　活動を開始してまる 11年。福祉施設利用者
の施設に関する相談を第三者（専門家で構成す
るオンブズパーソン）にのってもらえたらどん
なに心強いだろうかというごく当り前の市民感
覚が出発でした。今では 12人の学識経験者や
弁護士等の協力のもと、3法人への訪問相談活
動を行い施設側からも絶大な信頼を得ています。
市民が運営していることが大事です。

福祉ネットワークみやまえ

事務局長 :	小林　はるみ	 活動日 :	2 ヶ月に 1回の訪問活動と委員会　
会 費 等 : 現在施設会費のみ	 連絡先 :	090	-	4069	-	0058

会員募集中！
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　ベビーマッサージを通して、ママと赤ちゃん
の絆を育てるお手伝いをしています。一人で悩
まずにみんなで子育てを楽しみませんか？自分
の得意分野を持ち寄って、教え合えあったり、
キラキラできる仲間を募集中！アロマネイル、
カラーセラピー、手作りグッズ、離乳食のレシ
ピ交換等ママの為のイベントも開催中。一緒に
子育てを楽しみましょう！

ベビーマッサージ・キラママサークル

代表者 :	佐生　路子	 活動日 :	月２回不定期
会費等 :	2,000 円／回	 連絡先 :	michiko.sasou@sofutbank.ne.jp

会員募集中！

　市民・行政・獣医師との連携を創り、犬や猫
の殺処分を減らします。のら猫を増やさない、
捨て猫を許さない地域づくりを進めます。
　飼い主の高齢化で、取り残され殺処分される
ペットが増えています。シニアでも、ひとり暮
らしでも安心してペットと暮らせる地域と人の
繋がりを創ります。(ブログあり )
HP　http://pet-saigomade.com/

ペットと最後まで

代表者 :	中島　まり子	 活動日 :	毎月第 1火曜	14	時～ 16	時	随時
会費等 :	当面無料	 連絡先 :	080	-	4118	-	6591
	 	 	 info@pet-saigomade.com

会員募集中！

　私達は川崎市食生活改善推進員連絡協議会、
通称ヘルスメイトと言うボランティアの会です。
保健所で養成講座を受けて会員になってもらっ
ています。宮前地区は 4つの地区に分かれて活
動しています。活動は、高齢者の会食会、親子
料理教室、男性料理教室、視覚障害者の料理、
妊婦さんの料理などいろいろやっています。皆
様も養成講座を受けて会員になりませんか。

ヘルスメイト・宮前

代表者 :	小田島　桂子　	 活動日 :	
会費等 :	年会費 1,500 円	 連絡先 :	044	-	866	-	5380

会員募集中！
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　スカウト活動が行われるところには、いつも
愉快な笑い声が満ち、子供たちは活発に活動し、
胸を躍らせ緊張し、五体五感をフルに使います。
体験することを通して知らず知らずのうちに、
自立に向かって多くの大切なことを 学びます。
スカウト活動は、少年にとっては＜楽しいゲー
ム＞ですが、大人の側から見ればゲームを通し
た＜人間教育＞なのです。

ボーイスカウト川崎第 49 団

代表者 :	山川　信一	 活動日 :	3 回／月（日曜日）　
会費等 :	年間 2.5 ～ 3.0 万円	 連絡先 :	044	-	860	-	1143（井畑）	
	 （学齢により差異あり）

会員募集中！

　宮前文化協会の童謡講座からスタートした童
謡、唱歌を歌う会は、発足 2年目になります。
歌唱指導 小川聖子先生、ピアノ 河野順先生と元
気に明るく楽しく基本を大切に学びながら練習
しています。今年は、3声に挑戦しました。今後、
少人数で老人介護施設への訪問なども計画して
います。一緒に歌いませんか。連絡をお待ちし
ております。

ほほえみの和「陽だまりの会」

代表者 :	室園　洋子　	 活動日 :	火曜日ほか　月 2～ 3回
会費等 :	その都度　1,100 円	 連絡先 :	044	-	866	-	4139（河村）

会員募集中！

　ボーイスカウト活動は青少年教育活動です。
野外活動が主体で主に 54団の専用の広場で
行っています。
　その内容はゲーム、キャンプ、ひも結び体得
ハイキング、などでスキーにも行きます。
これらを体験することにより「しつけ」「友情」「団
体生活」「冒険心」「感謝の心」など人として必
要なことを身に付けることが出来ます。

ボーイスカウト川崎第 54 団

代表者 :	木村　耕三	 活動日 :	3 回／月（日曜日）　
会費等 :	年間 2.5 万円	 連絡先 :	044	-	853	-	0704（木内）

会員募集中！
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　精神障がい者の作業所・憩いの場・デイケア
で活動しているボランティアグループ。
　「無理せず、必要な時だけ出来る人が出来るこ
とをする」「強制や割り当てはしない」を合言葉
に 13年間活動してきました。
　活動を通して「精神障がいを抱えている人も、
地域の中で当たり前に暮らしたいと望んでいる」
ことを訴え続けています。

ボランタス花の木会

代表者 :	東海林　昭子	 活動日 :	定例会　毎月第 4金曜日　その他活動あり
会費等 :	年 1,500 円	 連絡先 :	044	-	856	-	5500（宮前区社会福祉協議会）

会員募集中！

　在日中国のソプラノ歌手　金恵娟、張金輝を
囲んで地域の皆さんに恩返しの目的で活動して
いるボランティアの団体です。小・中・高・大
学などに中国事情、歴史、文化を講演、コンサー
ト公演、各企業・老人ホーム・幼稚園などクリ
スマス、早春コンサートなどの公演にも取り組
んでいます。また、親睦を深めるための学習会
も開催しています。

茉莉花の会

代表者 :	金　恵娟　	 活動日 :	毎週土曜日　17 時から
会費等 :	月 5,000 円		 連絡先 :	 nightingale3000@hotmail.com
	 	 　　　　080	-	1049	-	9621

会員募集中！

　水沢の森（菅生緑地西地区約 5ha）で豊かな
自然を次世代に残そうと活動するボランティア
の集まりです。活動は原則月 1回、草刈りや竹
林の整備など全体活動のほか、農作業、竹炭焼き、
植生調査など里山の環境を守る活動、学校、保
育グループと連携した自然体験指導など。緑の
自然を守り育てる活動に多くの方の参加をお待
ちします。

水沢森
も り ん ど

人の会

代表者 :	清水　良一　	 活動日 :	毎月第 3日曜　9時～正午
会費等 :	年会費 1,000 円	 連絡先 :	044	-	854	-	6406（水野憲一）

会員募集中！
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　宮崎第 4公園の斜面地を中心に緑を守るボランティア活動を
行っている団体です。発足以来 8年目になり月 1回の定例会で
公園内の手入れを行っています。以前は斜面でダンボール滑りを
やっていたため荒れ放題でした。雨が降ると土砂が流れ出し傾斜
地を侵食して行き緑も失われていました。この裸地化した所に「し
がら」を組み、自然な形を取り戻したのが現在の姿です。歩道を
整備し荒れた所にシャガ、山吹、笹などを植えて緑を回復しまし
た。その他野草園を造り大切な自然を守る作業を続けています。

緑の里山の会

代表者 :	大村　康平	 活動日 :	毎月第 3日曜日　10 時	～ 12 時
会費等 :	年 500 円		 連絡先 :	044	-	855	-	6722

会員募集中！

　平成 9年度より高齢者のためのミニデイサー
ビスを行っています。お茶やお話をしたり、楽
しみながら体を動かすことを目的として、軽体
操、うた、工作、ゲーム等を日課の中に取り入
れています。
　場所：宮前平こども文化センター
　毎月 2回（第 1火、第 3火、第 5火のうち）
　時間：午前 10時～午後 2時

ミニデイ宮崎

代表者 :	堀越　紀久子	 活動日 :	第 1 火曜日、第 3火曜日（原則として）　
会費等 :	参加費 500 円	 連絡先 :	044	-	855	-	7588

会員募集中！

　南野川ふれあいの森（野川2815）は、約9,000㎡。
この森の姿を維持しながら、いろいろな人が自然
を体感できるように、作業をしています。毎月第
1日曜の 10時から 15時まで、季節ごとの作業と
生き物の観察や遊びをしています。3才から小中
学生パパママそして爺まで、毎回 30人弱が集まり
楽しくやっています。
HP　http://haamo.216.jp/

南野川特別緑地保全地区管理運営協議会（野川はあも）

代表者 :	小林　菊代	 活動日 :	毎月第 1日曜日 10 時～ 15 時
会費等 :	年額大人 500 円	 連絡先 :	044	-	856	-	5201
	 子ども（中学生以下）200 円		 	 haamo@216.jp　

会員募集中！



57

　宮崎第 4公園に花壇を造り、公園を利用する人、公
園の脇の道路を通る人々の目を楽しませています。春
と秋に花の植替えをし、毎月定例会を設けて手入れを
しています。グランドには緑の芝生があり、ごみの散
乱も少なく、トイレはきれいに管理され、宮前区内では
一番癒しがあり、緑の多い美しい公園として親しまれて
います。今年度にはバリアフリー化の工事も予定され、
更にいい公園に生まれ変わることが期待されます。

宮崎フローラクラブ

代表者 :	大村　康平	 活動日 :	 毎月第 2水曜午前中　
会費等 :	正会員年会費　1,000 円	 連絡先 :	 044	-	855	-	6722
	 賛助会員年会費　500 円　

会員募集中！

　ソフトエアロビクスとストレッチを中心とし
て、腹筋運動等のポイントをしぼった運動も行っ
ています。ヨガインストラクターの資格をお持
ちの先生のもと、ヨガを行うこともあります。
会員は 30代から 70代まで幅広く、明るく楽
しい先生のご指導のもと、楽しく、無理なく活
動しています。

宮前ウェルネス研究会

代表者 :	石上、橋本　	 活動日 :	毎週木曜日
会費等 :	会費 3,000 円／月		 連絡先 :	044	-	865	-	3096（石上）　
	 入会金 500 円	保険料 500 円／年	 	 044	-	855	-	6147（橋本）

会員募集中！

　市民自主学級を終了した人達が、2010年
10月に立ち上げました。楽しい高尾善希先生
の古文書講座とワイワイ賑やかに学び古文書が
読めるようになる「寺子屋」。例会は月 2回。古
文書は初めてという方も大歓迎です。歴史が好
き・江戸が好きな人が集う楽しい会。宮前市民
館が会場の生涯学習の会です。見学も大歓迎で
す。

みやまえ江戸古文書を読む会

代表者 :	粟根　よりみ	 活動日 :	月 2 回　木曜日 14 時～ 16 時
	 	 	 （10 時	～ 12 時の時もあり）　
会費等 :	月 1,000 円	 連絡先 :	044	-	976	-	5165　

会員募集中！
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　平成 5年、宮前市民館成人学級の講座終了
後、水本一孝先生のご指導の下、宮前オカリナ
の会が発足してから 18年になります。月 2回
の練習ですが、難曲が数ヶ月もすると、奏でる
音色で美しい調べが聞こえ、幸せな気持ちの世
界に誘ってもらえます。クラシックにも挑戦し、
緊張の中、楽しく、地域との交流を持ちながら、
頑張っている合奏の会です。

宮前オカリナの会

代表者 :	小暮　はる子	 活動日 :	月 2 回　第 2・4火曜日の午前
会費等 :	月 2,500 円			 連絡先 :	044	-	977	-	9248（遠藤）

会員募集中！

　花と緑で街のコミュニティを広げようと、
1999年から活動をはじめ、宮崎台・宮前平
駅前、宮前市民広場などで花壇作りをしながら、
地域のイベントも積極的に参加し、楽しい催し
も自主的に企画しています。最近では、宮前平
中学校との交流も深め、ボランティア活動にも
協力。現在は、生田ゴルフ場の花壇作りを請負
うなど、元気に活動しています。

宮前ガーデニング倶楽部

代表者 :	石川　和子	 活動日 :	毎週　水曜・土曜の午前　
会費等 :	年会費 1,000 円	 連絡先 :	080	-	5040	-	7746（河井）　

会員募集中！

　クラシックギター合奏を楽しみ、かつ福祉施設
慰問演奏等を通じ社会奉仕を実践するギター同好
会。この5月で設立3年、現メンバー結成1年。ラ・
クンパルシータ、さくら、ドレミの唄、白い恋人
達など親しみ易い曲で老人ホーム慰問コンサート
実績複数回。女性ヴォーカルも加えたギター伴奏
による参加者全員合唱は好評を博しています。

宮前ギターアンサンブル

代表者 :	鈴木　淳弌　	 活動日 :	毎月 2 回日曜日　9時～ 12 時
	 	 	 （宮前市民館視聴覚室ほか）
会費等 :	練習会場費実費	 連絡先 :	090	-	2322	-	3812
	 （1 回 200 円程度）　　

会員募集中！
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　2004年、作家井上ひさしさん、大江健三郎
さんはじめ 9名の著名人が「九条の会」アピー
ルを出しました。「憲法をまもり、いかそう」と
いうそのアピールに賛成して 2005年に発足し
た会です。憲法に関する学習会、ニュースの発
行をはじめ色々な活動に取り組んでいます。「九
条の会」アピールに賛同する方はどなたでも参
加できる開かれた会です。

宮前九条の会

代表者 :	若原　弘道（事務局長）	 活動日 :	毎月 1 回駅頭宣伝、ニュース発行
	 	 	 2 ヶ月に 1回学習会
会費等 :	なし、すべてカンパで運営	 連絡先 :	044	-	855	-	8896

会員募集中！

　宮前区観光協会は、平成 19年 6月に誕生した
市内で最も新しい観光協会です。区内には、豊か
な自然や伝承文化が今も大切に守られています。
　当協会では、各種観光イベントや情報紙の発行
などを通じて、こうした宮前区の魅力や姿を広く
区内外に紹介し、地域の皆様が誇りと愛着を持つ、
「住んでよし、訪れてよし」の宮前区を創造してい
きます。

宮前区観光協会

代表者 :	川島　芳茂	 活動日 :	総会 6 月、区民祭参加 10 月、その他随時
会費等 :	年 1,000 円	 連絡先 :	044	-	856	-	3135
（別途イベントにより参加費等あり）	 （事務局：宮前区役所地域振興課）

会員募集中！

　設立は 20年前「区民懇話会」のメンバーと。
優れたドキュメンタリー映像を区民と観ることを
目的に月 1回約 10年開催。著作権等で作品の入
手が困難となり足踏み。5年前、中学生を対象に
「みやまえ映像コンクール」を提案し、区の協働事
業となり主催。今年 5回目、高校生になった受賞
者たちが、技術助手として参加。「大人の編集体験」
講座でも大好評。映画は、素晴らしい。

宮前「くみん・シネマ」実行委員会

代表者 :	篠澤　惺子	 活動日 :	不定期・年 20 回以上
会費等 :	その都度徴収	 連絡先 :	090	-	8331	-	1415

会員募集中！
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　交通安全母の会は、会員相互の協力により、
地域住民に対する交通安全への理解を深め、交
通事故のない平和な社会の実現に貢献すること
を目的とする団体です。
　交差点で交通安全の啓発活動する街頭監視を
行う等の活動をしています。
　あなたも参加してみませんか？
　＊女性限定になります。

宮前区交通安全母の会向丘分会

代表者 :	中島　裕子	 活動日 :	不定期
会費等 :	なし　	 連絡先 :	044	-	866	-	6461
	 	 	 （向丘出張所地域振興担当）　　

会員募集中！

　ジュニアリーダー（ＪＬ）、関係者が、研修や企
画立案等を行っています。ＪＬは子ども会のリー
ダー（中 1～高 3）で、子どもリーダー（小 4～
小 6）の研修会や子ども会で活躍しています。県
や市の研修会に参加し、ゲーム・歌・遊び方等を
学んでいます。今年も、全国ＪＬ研修会・指定都
市研修会に参加し、経験を広げています。

宮前区子ども会連合会ジュニアリーダー研究会

代表者 :	大森　勝司　	 活動日 :	 月 2 ～ 3 回（第 2土曜日、他）
会費等 :	月 2,000 円（宿泊研修は別）	 連絡先 :	 044	-	862	-	0550

会員募集中！

　自分の責任で自由に遊ぶ、ケガと弁当は自分も
ち。をモットーに毎月第 3土曜日にプレーパーク
を開催しています。プレーパークには木と木の間
に張ったハンモック、ブランコ、かなづち、のこ
ぎりなどの道具があります。誰でも自由に遊びに
来られる場所です。
　毎月最終水曜日は未就園児と保護者のためのチ
ビポレを開催しています。遊びに来てね！

宮前区子どもの遊び場を考える会　ポレポレ

代表者 :	桑原　きみ	 活動日 :	毎月第 3土曜日、ちびポレ、毎月最終水曜日
会費等 :	年会費 2,000 円	 連絡先 :	044	-	853	-	3237

会員募集中！



61

　青少年指導員は、青少年の健全育成を推進す
ることを目的として、各種地域団体と連携を図
りながら地域に密着した活動に取り組んでおり
ます。青少年作品展・美術展を始め、ディスカバー
ウォークみやまえ等子ども達を対象とした各種
イベントの開催や定期的な夜間巡回パトロール
活動を通じて、地域青少年の見守り活動を展開
しております。

宮前区青少年指導員連絡協議会

代表者 :	岸　真介	 活動日 :	
会費等 :	なし	 連絡先 :	宮前区役所地域振興課（事務局）

現在、募集はしていません

　会が発足してから 22年になります。当初か
ら老人福祉に力点を置いて活動を進めており、
行政などへの働きかけ、意見具申等を行ってき
ました。他方、会員相互の親睦を計るための会合、
会食、小旅行のほかに、毎月の定例会での勉強
会と健康増進のため歩こう会を実施しておりま
す。面倒なことは言わず、誰彼を問わず楽しく
振れ合う仲間の会です。

宮前区退職者の会

代表者 :	田中　幸男　	 活動日 :	毎月 1 回、不定期
会費等 :	年会費 1,000 円	 連絡先 :	044	-	977	-	6116（花岡）

会員募集中！

　若人、中高年で元気な協調性のある方集まれ！
　私達の通常の活動は宮前区内諸施設で、ベッ
ドメーキングやデイサービスの手伝い、溝の口
駅前で献血広報活動を行っています。
　その他、救急法の訓練、町会や学校での指導、
etc、活発に活動しています。
　あなたも、ボランティアしてみませんか。

宮前区赤十字奉仕団

代表者 :	北野　やす子	 活動日 :	 定期（水金＊毎週ではない）その他活動あり
会費等 :	なし	 連絡先 :	 044	-	853	-	2656

会員募集中！
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　宮前区文化協会は地域文化の向上、芸術文化
の発展、伝統文化の継承に寄与することを目的
として、昭和 58年 2月に発足いたしました。
文化祭を中心に活動を展開し、その他に研究発
表会、文化講座、文化講演会、市や区役所等の
行事にも積極的に参加しております。生涯教育
の場として、皆様方とともに活動していきたい
と願っております。

宮前区文化協会

代表者 :	鈴木　和子　	 活動日 :	不定期
会費等 :	年会費 10,000 円	 連絡先 :	044	-	888	-	3911
	 	 	 （宮前市民館内・木曜のみ）　　

会員募集中！

　まちづくり協議会は、「区づくりプラン」  （平
成 9年策定）の理念に基づいて、市民が主体的
に行うまちづくり活動推進組織です。市民活
動を “つなぐ・むすぶ” “ひろげる” “パートナー
シップ” の視点で中間支援機能によるお手伝い
を行います。
あなたも参加してみませんか？

宮前区まちづくり協議会

代表者 :	持田　和夫	 活動日 :	部門・委員会により異なる
会費等 :	なし　　　　　	 連絡先 :	044	-	856	-	3125（宮前区役所）

活動仲間募集中！

　宮前区保健福祉センター内で月に一度開かれ
ている双子を持つ母親達のサークルです。絵本
の読み聞かせ、楽しい魅力一杯の音遊び、臨床
心理士の先生による育児相談やママとベビーの
ふれあいマッサージなど、楽しいイベントが盛
り沢山です。また色々な不安や悩みに先輩双子
ママが答えます。親子で一緒に、少し息抜きし
ながら楽しく過ごしましょう！

宮前区「ふたごの会」

代表者 :	永井　実穂	 活動日 :	月 1 回（第 4月曜日）
会費等 :	年会費 200 円	 連絡先 :	044	-	750	-	8357（中島）
	 月会費 150 円（入会した月から年度末 3月まで集金）　　

会員募集中！

HP　http://www.miyamae-matikyou.com/
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　川崎・横浜を拠点に 2005年 6月に結成され
たゴスペルグループ。ゴスペルの持つ類まれな優
しさと強さを表現しながら、聞く人に何らかのメッ
セージを伝える活動を展開。病院・教育施設、障害
者施設、その他集合施設等、各種団体のイベントを
積極的に承っています。また、チャリティコンサー
トやワークショップ、講師派遣等も積極的に行って
います。

宮前ゴスペルクワイア

代表者 :	後藤　美幸　	 活動日 :	月曜日の午前中／月 3回
会費等 :	入会金　3,000 円		 連絡先 :	mgc0613@cf6.so-net.ne.jp
	 月会費　5,000 円		 	 090	-	9373	-	7252（後藤）

会員募集中！

　開発と共に消されていく宮前の歴史と文化を掘り起こし、
取りまとめていくことを目的に平成 13年会を結成しまし
た。地図や、資料を手に、区内全域を訪ね、歩いてきました。
　平成 22年度には、川崎市の委嘱を受け「宮前歴史ガイド」
改訂版を発行しました。
　平成 23年度は歴史ガイドを用いて、宮前区内を公募の
参加者と 6回シリーズで歩きました。今回は隣接する他区
の一部にも足を延ばしての企画を実施できました。

宮前区歴史文化調査委員会

代表者 :	奥野　温子　	 活動日 :	毎月 1 ～ 2 回（不定期）　
会費等 :	年会費 1,000 円	 連絡先 :	044	-	853	-	7961

まち歩き企画中、実施！

　私達は向丘地区、宮前地区あわせて 41クラ
ブで構成し、井田耕夫会長を筆頭に三千余人の
会員が「健康」「友愛」「奉仕」を旗印にし、演
芸大会、スポーツ大会、趣味の作品展、旅行など、
また、一人暮らしの仲間の訪問、駅頭で赤い羽
根共同募金のお手伝いなど多方面で活動させて
頂いております。連絡事項も多く活動支援コー
ナーには大助かりです。感謝。

宮前区老人クラブ連合会

代表者 :	会長　井田　耕夫	 活動日 :
会費等 :	　	 連絡先 :	 総務部長　小池　栄一

会員募集中！
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　宮崎台小学校隣の道路予定地で、2001年か
ら、みんなでつくるみんなで楽しむをモットー
にコミュニティガーデンづくりをしています。
花植えイベントや地場産にこだわったコミュニ
ティ市、ハーブガーデンを整備してティータイ
ムを楽しんでいます。みんなが主役になれる場・
主体的に関わる楽しさを実感できる場です。参
加は自由です。

宮前コミュニティガーデン実行委員会

代表者 :	石川　和子	 活動日 :	毎週土曜日　14 時～ 16 時（盛夏 15 時～）
会費等 :	なし			 連絡先 :	080	-	5040	-	7746（河井）

会員募集中！

　「住民による住民のための福祉の町づくり」を
めざし土橋、けやき平、神木地区で活動を展開。
　毎年、児童を対象にウォークラリーや日帰り
キャンプを実施。一人暮らし高齢者を対象に、
毎月第 2水曜日に「お楽しみ付食事会」も開催。
障害児者擬似体験を実施し障害児者に対する理
解を深める活動も行っています。地区社協活動
の PRに広報誌を年 2回発行しています。

宮前第 2 地区社会福祉協議会

代表者 :	柴原　忠男	 活動日 :	通年　
会費等　　	 連絡先 :	044	-	856	-	5500（福祉パルみやまえ）

イベント企画中！

　墨の濃淡やにじみ、かすれ等を生かし、時に
は顔彩で色づけして花や果実、小動物や風景等
を描きます。お手本を描かれる先生の筆の運び
や技法を参考に、描いた絵を添削してもらいま
す。作品は掛け軸や額装にして、年 1回の発表
会に展示します。他の絵画に比べ用具が少ない
ので、新人からベテランまで気軽に「水と墨の
芸術」を楽しんでいます。見学にどうぞ。

宮前水墨画同好会

代表者 :	幸（ゆき）日出彦	 活動日 :	 月 2 回木曜日の 10 時から 12 時
会費等 :	月 3,500 円　	 連絡先 :	 044	-	853	-	0735　　

女性会員募集中！
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　《地域教育会議》とは…学校、家庭、地域が連
携し、校区内の子育て、中学校区内の教育（協
育）力向上を目指すことを目的に地域の住民が
主体となって話し合い活動している集まりです。
宮前平中学校区地域教育会議では「ひろげよう！
ふれあいの輪」をテーマに活動を続けています。
住民委員になって、一緒に参加してみませんか？
お待ちしています。

宮前平中学校区地域教育会議

代表者 :	宮崎　由美	 活動日 :	 定例会　月 1回　
会費等 :	なし　	 連絡先 :	 044	-	855	-	2410（宮崎台小学校内）

会員募集中！

　民生委員児童委員はどの地域にもいます。
　第 4地区民児協は、土橋、けやき平、神木を
主任児童委員 2名含む 23名で担当しています。
　子育てや福祉に関する情報を紹介したり、必
要なサービスが受けられるように、関係機関と
の「つなぎ役」もします。子育て支援活動や、児童、
高齢者、障害児者の見守り等、地域に密着した
活動を展開しています。

宮前第 4 地区民生委員・児童委員協議会

代表者 :	老門　聰子	 活動日 :	定例会月 1回、子育てサロン毎月第 1水と第 3火
会費等 :	　	 連絡先 :	044	-	855	-	9154

参加者募集！

　高齢者が「いつまでもこの街で住み続ける街
づくり」を目指して、土橋、けやき平、神木で
活動を展開。地域資源「人」や「公園」に恵まれ、
4つの公園で体操、町内会館の畳の上での体操
や、集会室・集会所の提供を受け「おしゃべり
サロン」も 3ヵ所開催。地域中に点在していま
すので、誰でも、どこへでも参加して、仲間作
りをしましょう。

宮前第 4 すこやか活動推進委員会

代表者 :	老門　聰子	 活動日 :	体操とおしゃべり会は併せて 8グループ独自に決めています。
会費等 :	　	 連絡先 :	044	-	855	-	9154

参加者募集中！
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　犯罪や非行のない明るい社会の実現を目指し
て活動しています。分区に伴い高津区より分離
し、現在会員は 50名です。
　法務省主唱「社会を明るくする運動」に宮前
区保護司会と協力して参加、また矯正施設訪問
や更生保護施設への食事支援、犯罪予防や薬物・
シンナー乱用防止のための啓発活動、子育て支
援のミニ集会を行っています。

宮前地区更生保護女性会

代表者 :	山田　直子　　	 活動日 :	年間事業計画に基づいて　
会費等 :	年会費 2,000 円			 連絡先 :	044	-	977	-	0813

会員募集中！

　10穴ハーモニカのサークルです。
　プロのハーモニカ奏者の指導のもと、月 2回
練習を行っております。
　童謡からジャズまで自分の好みの音楽を演奏
出来ます。
　一度見学してみてください。　

宮前テンホールズ

代表者 :	石田　登喜男　	 活動日 :	第 2・第 4火曜日　　
会費等 :	4,000 円　	 連絡先 :	044	-	854	-	1272

会員募集中！

　くらし、民主主義、平和を守り発展させるこ
とをねがう市民団体です。毎月おこなっている
憲法を守るための街頭宣伝や、約 2ヶ月に 1回
のさまざまなテーマでの学習会のほか、「平和の
ための原爆展」や反核・平和の街頭署名などを、
他の団体や個人と共同して行っています。結成
15年で 100名の会員になり、共同する方々
も大きく広がっています。

宮前田園革新懇

代表者 :	福田　悠紀男　	 活動日 :	不定期、世話人会は月 1回
会費等 :	年会費 2,000 円	 連絡先 :	044	-	855	-	0865（田中）

会員募集中！
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　91年に誕生してから年 2回の定期演奏会の他
に、かわさき市民第九コンサート、子どものため
の無料コンサート「音楽のおもちゃ箱」など、幅
広く活動しています。現在メンバーは 75人。職
業も年齢もさまざまですが出席率も非常に高く、
毎週日曜の午前中、熱心に練習しています。著名
な指揮者やソリストとの共演も楽しみのひとつで
す。

宮前フィルハーモニー交響楽団

代表者 :	重松　貴子　	 活動日 :	毎週日曜　9時～ 12 時
会費等 :	3,000 円　学生 2,000 円	 連絡先 :	miyamaephil_info@yahoo.co.jp
	 	 HP:	orchestra.musicinfo.co.jp/~miyamae/

一部の楽器で募集中！

　健康増進と仲間作り目的に楽しくフラダンス
をしています。
　どうぞ皆様ご参加ください。
　見学は自由です。

宮前プルメリア

代表者 :	加藤　美穂	 活動日 :	第 1・第 3金曜日　10 時～ 11 時 30 分
会費等 :	　　　	 連絡先 :	044	-	976	-	4086

会員募集中！

　私達が日常生活をつつながく送るために自分
の住所、氏名を書く事をいやがるわけにはいき
ません。いい気分で書ける様に、それには少し
ばかり努力してきれいになる必要があります。
毎月教本で先生の説明を聞き練習をし清書をし
提出します。何年もかかりましたがとても上手
になり、兄弟にほめられています。一生の財産
です。

宮前ペン習字の会

代表者 :	矢田　三重子	 活動日 :	毎月第 1・3木曜日　午前
会費等 :	月 2,500 円	 連絡先 :	044	-	533	-	1489

会員募集中！
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　向丘地区におけるスポーツ推進のため、各種ス
ポーツイベントなどを開催しています。向丘地区在
住の委員で活動しており、地区で開催しているソフ
トボール大会、女子バレーボール大会、歩こう会の
企画、運営等を行っています。ここ数年は、向丘地
区の小学校を対象に、ニュースポーツである「ドッ
ヂビー」普及活動のため、大会を開催しています。

向丘地区スポーツ推進委員会

代表者 :	大木　次郎（委員長）	 活動日 :	 毎月第 1木曜日に定例会、行事等は日曜日
会費等 :	なし　	 連絡先 :	 044	-	866	-	6461
　	 	 	 （向丘出張所地域振興担当）

２年に１回委嘱

　毎月 1回宮前市民館グループ室にて企画委員
会を開き毎月 1回のまち歩き会の計画や打ち合
わせを行っています。歩くコースは年間計画に
従って行い、川崎やその周辺の町を歩いていま
す。1回のコースは約 10キロで 9時より午後
3時には終ります。入会していただきその会員
が歩いています。どなたでも、いつでも入会で
きます。是非、入会をお待ちしています。

みやまえまちしらべクラブ

代表者 :	森川　一郎	 活動日 :	 毎月 1 回（不定期）　
会費等 :	　　	 連絡先 :	 044	-	977	-	4968（森川）

会員募集中！

　犬は家族。暮しに潤いを与えてくれる大切なパー
トナー！宮前ワンワンクラブは毎日の愛犬との散歩
を通じ会員相互の交流やマナー向上、地域住民との
共生を目指しています。宮前区子ども安全安心協議
会に協力し地域の防犯や学童の見守り活動を行って
います。獣医師、訓練士を招いての講習会の開催や、
宮前署との合同パトロールも続けています。

宮前ワンワンクラブ

代表者 :	長野　泰明	 活動日 :	 毎日 2 ～ 3 回　愛犬との散歩活動
	 	 	 年 3 回合同パトロール　
会費等 :	年会費 1,000 円	 連絡先 :	 044	-	855	-	1982

会員募集中！

（旧　向丘地区体育指導委員会）
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　青少年指導員会は、青少年指導員相互の連携
を図り、地域の青少年の健全な育成及び資質の
向上に資することを目的とする団体です。
　夜間にパトロールを行ったり、青少年美術展
やディスカバーウォーク等の行事を開催してい
ます。
　あなたも参加してみませんか？

向丘地区青少年指導員会

代表者 :	中村　信夫	 活動日 :	定期
会費等 :	なし	 連絡先 :	044	-	866	-	6461
	 	 	 （向丘出張所地域振興担当）

会員募集中！

　向丘地区連合自治会は、向丘地区の 46町内
（自治）会で組織され、講演会や研修会等を通じ
て会員相互の親睦を図り、共同の福祉の増進を
目的として活動しています。

向丘地区連合自治会

代表者 :	杉田　進（会長）	 活動日 :	
会費等 :	　	 連絡先 :	044	-	866	-	6461
	 	 	 （向丘出張所地域振興担当）

 

　向丘防犯連絡協議会は、各町内（自治）会の
自主的防犯活動を推進し、犯罪の防止を目的と
して、地区内の防犯パトロールや、研修会・講
演会等を通じて、防犯活動の普及啓発に努めて
います。

向丘防犯連絡協議会

代表者 :	服部　征男（会長）	 活動日 :	
会費等 :	　	 連絡先 :	044	-	866	-	6461
	 	 	 （向丘出張所地域振興担当）
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　小学校 2年生から 6年生の子どもを持つ親が、
家庭教育について学び意見交換しあっています。
シュタイナー教育の中でもオイリュトミーは詩
や音楽と共に身体を動かし、リズム、メロディー、
ハーモニーを体験し、表現する芸術。美しい音
楽を心で感じ、身体で表現することは、子ども
たちの感情・意志を強めます。私たちと一緒に
活動しませんか？

もみの木の会

代表者 :	井澤　智恵美	 活動日 :	金曜日（月 3回）
会費等 :	2,200 円／回	 連絡先 :	045	-	903	-	0810（FAX あり）

会員募集中！

　世界の女性と手をつなぎ、女性の権利、子ど
ものしあわせのために力をあわせ戦争のない平
和な世界をめざす新日本婦人の会の会員が運営
している朗読会です。来年で 10年を迎えます。
　月 1回物語りや詩を楽しく練習しています。
読みものは「斉藤隆介」の本と読みたいものを話
し合いで決めています。発表会も行っています。

朗読会「ボイス・みやまえ」

代表者 :	高橋　信子　	 活動日 :	基本水曜日
会費等 :	月 1,000 円　	 連絡先 :	044	-	751	-	0110
	 	 	 nobushika@tbr.t-com.ne.jp	

会員募集中！

　野川こども文化センターのプレイパークを拠
点として、約 30年間活動している歴史の長い
グループです。子ども達は泥や土、水などの自
然の中で自由に遊んでいます。
　「たくましく育つ、素敵に生きる！」をモットー
に、子どもだけでなく親も成長することを目的
に活動しています。

幼児グループ　どろん子

代表者 :	文　多恵　	 活動日 :	 毎週火曜日・木曜日　10 時～ 14 時　
会費等 :	月 3,000 円	 連絡先 :	 090	-	7242	-	2961
	 	 	 （どろん子携帯）

毎年２月に次年度メンバーを募集！



71

　認知症の方の中には通いなれた場所でも帰り
道がわからなくなってしまい、遠くで保護され
たり生命に関ることがあります。犬の散歩時、
買い物通勤通学途中にどのように声をかけたら
よいのか認知症を正しく知っていただくサポー
ター養成講座を開催しています。年を重ねても
地域で安全・安心に暮らし続けられるように助
け合う見守り活動です。

わんわんパトロール　あい

代表者 :	鈴木　雅子　	 活動日 :	 定例会　年 6回　活動日は不定期　
会費等 :	なし		 連絡先 :	 090	-	4392	-	8088

 

初代「みやまえ市民活動のなかま」
　このたび、宮前区まちづくり協議会が作成した「みやまえ市民活動
のなかま」は 2代目です。
　宮前区役所 1階にある区民活動支援コーナーが平成 12年 6月に設
立されてから 10年目を迎えたことを記念して、区民活動支援コーナー

を自主運営している宮前区区民活
動支援コーナー利用者会義運営委
員会が利用登録していた 80団体の
うち、62 団体の活動などをカラー
写真入りで掲載したのが、初代「み
やまえ市民活動のなかま」です。
　平成 23年 2月のまちづくり協議
会の「第 3回まちづくり広場ラブ
みやまえ」で配布を開始しました。
作成した 2千冊が約半年でなくな
るほど、大好評でした。
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川崎宮前区まちづくり協議会とは・・・
　まちづくり協議会は、「区づくりプラン」（平成９年度策定）の
理念に基づいて市民が主体的に行うまちづくり活動推進組織です。
　市民活動を “つなぐ・むすぶ” “ひろげる” “パートナーシップ”
の視点で、中間支援機能によるお手伝いを行います。
　協議会委員は、公募委員、各種団体からの推薦委員、学識経験者、
行政職員により構成されています。
　わたしたちのまち宮前区には、市民活動を行っているたくさん
のグループがあります。これらの活動がより発展し、さまざまな
課題解決につなげていくために、活動
に役立つ情報をまとめた「宮前区まち
づくり・市民活動応援カタログ」を作
成しています。
　活動している人はもちろんのこと、
本書を読んで活動をはじめたくなった
人にもお役立ていただければ幸いで
す。
　次ページより、宮前区まちづくり協
議会の主な活動支援をご紹介します。

区内の団体を応援してます！

宮前区まちづくり協議会の
活動支援について
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資金支援の内容（平成 23 年度現在）

種類 Ａコース
活動を生み出す支援

Ｂコース
活動を育てる支援

Ｃコース
活動を継続させる支援

対象

宮前区在住 ･ 在勤 ･ 在学
者を中心として構成され
ている活動で、次のいず
れかに該当するもの

(1) 活動開始１年未満

(2) １年以上の活動実績
があるが規模が小さ
い

次のすべてに該当するもの

(1) 宮前区在住 ･ 在勤 ･ 在学
者を中心として構成され
ている

(2) 団体の構成員がおおむね
５名以上

(3) おおむね１年以上の活動
実績がある

(4) 自立を目指している

次のすべてに該当するもの

(1)Bコースの支援を通算３
回受けたが自立猶予期間
が必要

(2) 条件が整備されれば自立
が可能

(3) Bコースの支援の対象条
件を満たしていること

金額 上限５万円
上限１５万円

* 初回申請団体は上限 5 万円とし
通算 3 回には含めない

上限１５万円

回数 通算２回 通算３回 通算２回

審査 書類審査のみ 活動計画説明会で発表 活動計画説明会で発表
自立計画を記入する

資金支援制度を活用した活動団体　
はじめて出会う絵本えらびの会・アンガス／本のひろば・らんパンパン／発達障害児・者を守る会

宮前テンホールズ／平高山元気会 自然に親しむグループ／グリーンロード有馬／宮前区「ふたごの会」

白幡台ガーデニングクラブ／わんわんパトロールあい／長沢フラの会／トラの会／Ｋ.Ｋねっとわーく

劇団「吉福会」（Ａコース）

かえるプロジェクト宮前連絡会／ふれあいサロン・さつか／カンガルー宮前子育てねっとわーく

白幡サンポリスクラブ／ボランタス花の木会（Ｂコース）

サン・ネイチャー・クラブ／花ボランティア　わすれな草（Ｃコ－ス）

区内の団体を応援してます！

宮前区まちづくり協議会の
活動支援について

資金支援の特徴
　一般の助成金は個別の事業を対象に支援していますが、宮前区のまちづくり
協議会で実施している資金支援制度は、活動団体そのものに支援しています。
区内に活動が生まれ、活動が定着し、自立していくというステップで段階別の
メニューを用意しています。

活動支援①

資金支援制度
宮 前 区 ま ち づ く り 協 議 会 で
は、市民活動団体へ活動資金
の支援をしています。

宮前区まちづくり協議会の資金支援 一般の助成金

目的 活動団体の育成と自立支援 活動 ( 事業 ) 単位の支援
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　宮前区まちづくり協議会の広報紙「区民が
つくる　まちづくり広場」は、まちづくり協議
会の各部門・委員会の活動や主催イベントの紹
介をはじめ、市民団体の活動の様子やコミュニ
ティの生活情報など、まちづくりに関する話題
を幅広く取り上げています。

情報支援
　宮前区まちづくり協議会では、市民活動団体にインタビューを行い、情報収
集しています。

インタビュー等協力いただき、この冊子に掲載している団体　
21会（宮前区男性まごころの会）／A地区部会／Ｋ・Ｋねっとわーく／LET'S国際ボランティア交流会

あそぼう会／アピエ後援会／浮き世ばなれの会／絵手紙ゆう／親子リズム　きしゃぽっぽ／おやじの会「いたか」

おやじの会“しらはた21”／オンブスパーソン（市民相談）活動を支える市民組織・福祉ネットワークみやまえ

ガールスカウト神奈川県第31団／カウンセリング同好会ひまわり／かえるプロジェクト宮前連絡会

川崎市食生活改善推進員連絡協議会／川崎市フラワーデザイン協会／カンガルー宮前子育てねっとわーく

グリーンフォーラム21みやまえ／グリーンロード有馬／劇団「吉福会」／けやきの会／琴アンサンブル　パウロニア

木洩れ日の会／混声合唱団樹林／茶道裏千家宗江会／さわやかストレッチング／サン・ネイチャー・クラブ

自主保育　B.B.だん／白幡サンポリスクラブ／白幡台ガーデニングクラブ／シンガー・フレンズ／新神木シニア会

青少年指導員連絡協議会／平まなびあいクラブアンダンテ／ちいくれん（地域で子育てを考えよう連絡会）

チングの会（友だちの会）／土橋園芸クラブ／手編みサークル／東京第四友の会　宮前方面／トラの会／どんぐり会

飛森谷戸の自然を守る会／長沢フラの会／日曜アトリエ／日本史研究会／日本伝統水引工芸研究会

日本フラワー紫穂協会宮前支部／野川はあも／花ボランティアわすれな草／バリアフリーサークル　BECo

福祉クラブ生協宮前家事介護ワーカーズ・コレクティブ　さんさん／ペットと最後まで／ボランタス花の木会

茉莉花の会／水沢森人の会／緑の里山の会／宮崎フローラクラブ／宮前ウェルネス研究会／宮前オカリナの会

宮前ガーデニング倶楽部／宮前九条の会／宮前区子どもの遊び場を考える会　ポレポレ／宮前区赤十字奉仕団

宮前区退職者の会／宮前区地域教育会議／宮前区「ふたごの会」／宮前区文化協会

宮前「くみん・シネマ」実行委員会／宮前区歴史文化調査委員会／宮前区老人クラブ連合会

宮前コミュニティガーデン実行委員会／宮前水墨画同好会／宮前第4すこやか活動推進委員会

宮前第4地区民生委員児童委員協議会／宮前テンホールズ／宮前ペン習字の会／みやまえまちしらべクラブ

宮前ワンワンクラブ／わんわんパトロールあい／宮前平中学校区教育会議／朗読会「ボイス・みやまえ」

宮前区観光協会／宮前フィルハーモニー交響楽団

活動支援②

情報支援
広報紙の発行や、活動団体の
情報収集・発信を通して情報
支援を行っています。

広報紙「区民がつくる　まちづくり広場」

74



75

対象団体
　区内の公有地にある花壇（公道などから見ることができるもの）を管理
している緑化活動団体です。

花苗の種類（平成 23 年度）

提供した花苗は次の 7種類です。

花苗を提供した団体　
有馬9丁目町会さくら公園緑地愛護会／有馬9丁目町会しいの木公園緑地愛護会／有馬オープンガーデンの会

大塚町内会長坂下フラワー通り／梶ヶ谷金山町内会(金山ガーデニングクラブ（こすもす））

鷺沼にんじんクラブ／神木最勝会／菅生第4公園管理運営協議会／平3丁目公園管理運営協議会

平寺山公園管理運営協議会／野川泉公園管理運営協議会／野川公園管理運営協議会

野川第2公園管理運営協議会／野川第3公園管理運営協議会／花で町を飾る会／花の台公園愛護会

稗原団地自治会／平瀬川流域ガーデニンググループこすもす

宮崎こども文化センター運営協議会（旧：宮前第3地区社会福祉協議会）／宮崎フローラクラブ

宮前ガーデニング倶楽部／宮前コミュニティガーデン実行委員会

パンジー ノースポール

アリッサム プリムラマラコイデスユリオプスデイジー

ビオラ ストック

活動支援③

花とみどりの
まちづくり事業

平成 23 年度から区内で花や
緑を植え管理など行う活動団
体を応援するため、花苗を提
供するという新しい事業を始
めました。
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