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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。

（平成31年2月1日現在）

23万1,326人

9万9,432世帯

時間　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」とのじゃんけん大会・撮影会
なども。

さぎ沼商店会☎070-6513-3336

　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

区役所地域振興課〒216-8570宮前区宮前平2-20-5
☎856-3135 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

　宮前市民館利用サークルが1年間の活動の成
果を発表します。
　大ホールでは、歌謡・合唱・演奏などの発表、会
議室ではダンス発表や写真・絵画などの展示があり
ます。4月13日㈯には、洗足学園音楽大学による

オペラ「カルメン」（このイベントのみ16時～）も。詳
細は、市民館で配布しているチラシをご覧ください。

４月13日㈯、14日㈰、10時～16時
宮前市民館他
宮前市民館☎888-3911 856-1436

　まちづくりに関わる団体や施設
などを紹介しながら、約3時間半
かけて歩きます。

4月25日㈭、13時に区役所１
階ロビー集合。雨天中止

20人 3月18日から直接か電
話で同課。☎856-3125 ［先着順］

フロンタウンさぎぬま 
春まつり
　施設の地域開放イベント。
屋台やアトラクションなど。

4月3日㈬12時～15時。

ポールウオーキング＆ストレッチ教室
　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。

４月12日～７月26日の金曜（5月3日を除く）、13時～14時10
分　 各日25人　 600円　 初回は４月５日から、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］

　平瀬川沿いを散策し、区外施設も巡ります。
4月9日、5月14日、6月4日、7月2日の火曜、9時～

12時半、全4回。荒天時は1週間後に延期
全回参加可能な25人（1日3～4時間、3～5㎞歩ける人）
一般4,000円、観光協会会員2,000円
3月20日（消印有効）までに必要事項（市版5面）とFAX番

号、返信面に宛名も記入し往復ハガキで同課。［抽選］ 3月

4月

 ３月、４月は区民課の窓口が混雑します
サンキューコールかわさき☎200-3939 200-3900

          …2時間以上  …1時間以上
          …３０分以上

日 月 火 水 木 金 土
17 18 19 20 21 22 23

24・31 25 26 27 28 29 30

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

待ち時間

混雑予想カレンダー

　引っ越しの手続きなど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、できるだけ公共交通機関をご利用
ください。駐車料金は１時間のみ無料です。

窓口混雑状況を
確認できます

◆第２・４土曜に加えて、3月30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※祝日は休み）でも交付しています。

ウオーキング特集

春の桜まつり

さぎ沼さくらまつり

み や ま え J A M 2 0 1 9

じゃん
じゃん 集まって 学び合おう

まちづくりウオーキング
「東名高速の管理を知り、
花の寺をめぐる」

区観光協会主催
「宮前区再発見・見て・聞いて歩こう」

検索さぎ沼さくらまつり 検索ふる里さくら祭り　宮崎台

番号発券機が新しくなり待ち時間中に
一時外出も可能になりました。

フロンタウンイベント

時間　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。2000匹のアユなどの放流や、菅生中学校の
吹奏楽、蔵敷太鼓連の演奏なども行われます。

平瀬川流域まちづくり協議会☎090-2154-7386

平瀬川桜祭りとアユの放流
421㈰

時間　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。五輪が近づく今年のテーマは国際化
です。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。

ふる里さくら祭り実行委員会☎080-5484-3446

ふる里さくら祭り 331㈰4 6㈯
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大人の3カ月教室　3カ月単位で行うスクールレッスン。水泳教室やヨガなど。詳細は市民プラザへ。☎︎857-8818

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さぎぬま
土曜開所

　 3月23日㈯10時～15時半 就
学前の子どもと保護者。

宮前市民館
☎888-3911 856-1436

区文化協会 文化講演会 
春の音楽祭「心」 　　　　　

　出演：さとう宗幸（歌手）、奥平哲也（マ

リンバ奏者）、ドリームかずよし（マジシ
ャン）。 3月16日㈯12時半～15時半

（開場12時） 同館大ホール 900人
2,000円（全席自由） チケットの

お問い合わせは、宮前市民館内宮前
区文化協会事務局（金曜10時～15時）。

［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９日～７月16日の隔週火曜、14
時～15時半、全8回 市内在住60歳
以上25人 200円 3月18日までに本
人が返信用ハガキを持参し直接。［抽選］

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
　 3月27日㈬❶９時～10時15分、
❷10時半～11時45分 ❶新年長・新
1年生❷新2・3年生、各30人 1,080
円 ３月15日から直接。［先着順］

市民プラザ
〒213-0014高津区新作1-19-1

☎888-3131 888-3138

フラダンス教室　
　初心者・初級者向け。 ❶4月8日
～6月24日の月曜（4月29日、5月6日

を 除 く）、16時 ～17時15分、 全10
回❷4月10日～6月19日の水曜（5月1
日を除く）、15時半～16時45分、全
10回 18歳以上の女性各15人 各
10,800円 ❶❷とも3月15日から直
接か電話で。［先着順］

アリーノ
（有馬・野川生涯学習支援施設）

〒216-0002宮前区東有馬4-6-1
☎853-3737 853-3746

アリーノ歴史講座
 「幕末の海軍とかながわ」

　講師：神谷大介氏（東海大学講師）
3月31日㈰13時半～15時半 100
円 50人 3月15日から直接か電話
で。［先着順］

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

日時（受付時間） 対象 内容・費用他  ［先着順］

離乳食
教室

❶4月9日㈫
❷4月15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

❶3月20日
❷3月26日
から電話で。
☎856-3291

プレママ
プレパパ
クッキング

4月10日㈬
10時～14時15分

（9時45分～10時）

妊娠20～33
週ごろで体調
の整った妊婦
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

3月20日
から電話で。
［先着順］

☎856-3291

１歳児歯科
健診

4月9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

3月18日
から電話で。
☎856-3264

日時　 3月22日㈮12時5分～13時
場所　 区役所２階ロビー
出演　Cocoupon（コクーポン）
演奏曲目　小象の行進、風の通り道　他

区役所地域振興課☎856-3134 856-3280

　宮前区まちづくり協議会は、市民活動団体の活性化と自立を目的に、
区内のまちづくりに関わる団体に活動資金の一部を支援します。詳細は
お問い合わせください。

3月19日～4月19日に、3月1日から区役所などで配布する申請
書を直接、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］

　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　 Ｂ３のポスターに対応できる大きさ。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26日（必着）までに直接、郵送、メールで

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

詳細は選挙時に送付される投票所案内をご覧ください。 区選挙管理委員会☎856-3126 856-3119

第17投票所（変更） 第22投票所（増設） 第23投票所（増設）
①投票所の変更と増設

②期日前投票

白幡台小学校 有馬白百合幼稚園 レストア川崎

　「白幡台小学校」の体育館改修工事完
了のため、「南平台第一集会所」から「白
幡台小学校」に変更。

　区の選挙人名簿に登録されている人は期日前投票ができます。な
お、最終日は大変混雑が予想されるため、投票までお待たせする場
合があります。お早めに投票をお願いします。

新しい投票所：�有馬白百合幼稚園（東有馬2
丁目35番30号）

対象区域：東有馬1丁目(6番以降)、東有馬
2丁目(16番以降)、東有馬3丁目

新しい投票所：レストア川崎（犬蔵2丁目25番9号）
対象区域：犬蔵2丁目（2番～13番、15番［28号以降］、19
番36号、20番以降)、犬蔵3丁目（1番［7号、41号を除く］
2番～7番、8番27号、9番18号～20号、10番以降）

4月7日第19回統一地方選挙（川崎市議会議員選挙・神奈川県議会議員選挙・神奈川県知事選挙）のお知らせ

響け！みやまえ太鼓ミーティング

会場：区役所1階保健福祉センター

〜楽しいパーカッションのリズムで盛り上がろう！〜
第303回 みやまえロビーコンサート

向ヶ丘遊園→

→

犬蔵 南平団地南平住宅

白幡台
小学校 公園

初山団地
白幡台
住宅 白

幡
台
住
宅

投票所

南平台第一集会所

有馬白百合
幼稚園 有馬

なかよし
公園

川崎北高校

アリーノ 有馬
第1団地有馬

第2団地入口

下有馬

川崎北高校
入口

投票所

中有馬

レストア
川崎

犬蔵　尻手黒川線

犬蔵さくらの丘
公園

宮前美しの森
公園

犬蔵
くすのき
公園

東
名
高
速
道
路

投票所

　 １月１日号に掲載した選挙クイズ「統一地方選挙
は何年ごとに行われているでしょうか？」の答えは、③の４年でした。
たくさんのご応募、ありがとうございました。

選挙クイズの答え

区選挙管理委員会☎856-3126 856-3119

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

昨年度のチラシ

期間・時間
場所

3/22㈮～3/29㈮ 3/30㈯～4/6㈯

8時半～20時

宮前区役所4階 神奈川県知事選挙のみ 市議会議員選挙、
県議会議員選挙、
県知事選挙のすべて向丘出張所2階会議室 投票できません
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