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これから暑くなってきます。こまめな水分・塩分補給で熱中症を予防しましょう。エアコンなども上手に使いましょう。

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30年7月1日現在）

23万976人

9万9,115世帯

第２０回　響け！ みやまえ太鼓ミーティング

　他都市の地域活動紹介や区内の取り組みの発表を聞きながら、宮前区らしい身近
な地域づくりを考えてみませんか。
日時　９月１５日㈯１０時～１２時　場所　区役所 大会議室
内容　◦基調講演「地域包括ケアシステム推進に関する先進的な取り組み事例紹介」
　　　　東京大学高齢社会総合研究機構　特任講師　後藤純氏
　　　◦宮前区内での地域の取り組み事例発表　◦意見交換
人数　１００人※保育あり（先着１０人）

8月15日から電話かFAXで区役所地域ケア推進担当☎856-3300 856-3237
［先着順］※手話通訳および保育希望は、９月５日までに要申し込み

　さまざまな障害のある皆さんが練習を重ね、
プロの演奏家、ソリストたちとともに原語による
合唱を披露します。地域の市民合唱団や福祉ボ
ランティアの皆さんとともに、ステージと会場が
一体となり作り上げるコンサートです。
日時　９月４日㈫13時半（開場12時半）　場所　宮前市民館大ホール
定員　当日先着800人（入場無料）

区役所地域振興課☎８５６-3134 ８５６-3280

 第1部 　出演　区内障害者施設・作業所へ通う皆さんによる合唱
　　　　 曲目　手のひらを太陽に、野に咲く花のように
　　　　　　　 ベートーベン／交響曲第9番第4楽章「歓喜の歌」より
 第２部 　出演　冨平安希子、長谷川忍、岡田尚之、大山大輔、山田武彦　　　　
　　　　　　　 神奈川フィルハーモニー管弦楽団（指揮：水戸博之）
 　　　　曲目　サウンド・オブ・ミュージック メドレー、花は咲く　 他

氷大作戦！！（氷で自由に遊ぶコーナー）・バルー
ンアート・編み物・ベーゴマ・囲碁・将棋・竹とん
ぼ・ぶんぶんごま・おやつクッキング・ヨーヨー
つり・紙芝居・恐竜の卵・万華鏡作り・シュロバッ
タ作り・マジック・合気道・紙すき体験・魚つり
ゲーム・缶バッジなど
※プログラムは変更になる場合があります

日時　8月19日㈰10時～15時
場所　宮前市民館　　
費用　無料（一部材料費が必要）

※サポーター（学生ボランティア）も募集中です
宮前市民館☎888-3911 856-1436

地域の人たちと一緒に遊んで、夏の思い出を作りましょう！
～宮前市民館を遊びつくそう～

　夏恒例の「響け！みやまえ太鼓ミーティング」を８月２５日㈯に開催し
ます。今年は第２０回の節目を迎え、記念開催となります。
　第１部は、大ホールに響きわたる和太鼓の演奏を楽しめます。
　第２部は市民広場にて、かがり火と提

ちょう

灯
ちん

で飾られた幻想的な雰囲
気のなか、太鼓の力強い演奏が響きます。
　また、宮崎中学校美術部が描いた「宮

みや

前
さき

ねぷた」のお披露目にあわ
せ、こどものいえもも保育園の園児たちのかわいい荒馬踊り、地域
の伝統芸能「白幡八幡大神平囃

はや

子
し

」も楽しめます。

 日時 　８月２５日㈯13時５０分～20時
 場所 　第１部……市民館大ホール
　　　  第２部……区役所市民広場※雨天時は市民館大ホール
 ゲスト 　民族歌舞団　荒馬座
 出演 　 白幡八幡大神平囃子連中、大塚太鼓、川崎太鼓仲間 響、平保育園、鼓音と楽鼓隊、

どんどこ、野川親子太鼓 大地、野川种太鼓、ひばり太鼓会、横浜都筑太鼓、和
太鼓 里空、和太鼓 蓮、和太鼓チーム 親子DON！！、富田 和明（特別出演）

 展示会 　太鼓ミーティングの歴史と太鼓の魅力を再発見できる、記念展示会も行います。
　　　  　市民館２階ギャラリー　8月24日㈮12時～17時　8月25日㈯10時～18時

区役所地域振興課☎８５６-３１２５ ８５６-３２８０

日本の夏を〝からだ〟と〝こころ〟で
感じることができる一日です。

　鷺沼駅周辺で予定されている民間再開発に望まれる公共機
能について、意見交換会での検討や区民アンケートの実施結
果、基礎調査の作業状況を報告し、意見交換をします。
日時　８月２６日㈰１３時半～１６時（１３時開場）
場所　区役所大会議室　人数　当日先着１５０人程度

市民文化局区政推進課☎200-2309 200-3800
これまでの意見交換会の内容などは

第19回しあわせを呼ぶコンサート
～ある障害者の男性の願いから生まれた心温まるコンサート～

宮前区地域包括ケアシステム推進シンポジウム 中間報告
まちづくりフォーラム

宮前区の
ミライを考える
さぎぬま
プロジェクト

検索鷺沼　意見交換会

～咲かせよう20年の歩み～

こんな催しが
あります

20回記念として、
区内全中学校の美
術部が提灯を作り、
太鼓ミーティング
を盛り上げます!!

宮前ねぷた
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１０月３日㈬１４時～１５時にくらしのセミナー「漢方薬と薬草」を開催します。８月２０日から受け付け開始。詳細はお問い合わせください。 宮前老人福祉センター☎８７７-９０３０

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

区役所地域ケア推進担当
☎856-3300 856-3237

講演「子育てはきっと大丈夫！
〜子どもの力を信じる子育て術〜」

　 9月14日㈮10時～12時 宮前
市民館1階大会議室 100人 ８月
15日9時からFAXかメールで宮前区冒
険遊び場ネットワーク 330-1806
miyamae.bouken@gmail.com［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

まちづくり広場ラブみやまえ
「宮前楽市」参加団体募集
　31年２月９日㈯に実施する、日頃
の活動成果の発表や交流のイベント。
10月12日㈮か、17日㈬の相談会に
参加必須。詳細は区役所などで配布
中のチラシ兼申込用紙をご覧くださ
い。 区内の市民活動団体、30団
体程度 9月19日（必着）までに申込
用紙を直接、郵送、ＦＡＸで。［抽選］
緑化活動団体への花苗支援

　区内の公有地にある花壇
を自主管理している３０団体
程度を対象に花苗を提供し
ます。 10月29日～11月30日 8
月31日（必着）までに区役所などで配布
中の申請書に記入し、花壇への案内
図と花壇の図面・写真・公有地の使用許
可書を添付し、直接か郵送で。 ［選考］。
※提出書類は返却しません。
区観光協会主催事業の参加者募集
❶「観光ガイドボランティア養成講座」
　 9月5日、19日、10月10日、24
日、11月7日、14日、21日の水 曜、
13時半～15時半、全7回。実地研修
あり 原則として全回参加可能な25
人 会員1,000円、一般2,000円
❷「宮前区再発見・見て・聞いて歩こう」

　 9月4日、10月16日、11月6日、
12月4日、31年2月5日の火曜、3月
6日の水曜、9時～12時半、全6回。
荒天時は翌週に延期 原則として全
回参加可能な25人 会員3,000円、
一般6,000円 ❶❷とも8月21日（消
印有効）までに必要事項（市版５面）とＦ
ＡＸ番号、返信面に宛名を記入し往復
ハガキで。［抽選］
１５文字で団体の魅力が伝わる
団体キャッチコピーづくり講座

   10月5日㈮13時半～16時半
区役所4階大会議室 30人 9月3日
から直接、電話、ＦＡＸで。［先着順］

区役所向丘出張所
☎866-6461 857-6453

向丘の居場所づくり
「むかおcafé」を開催します。
　カフェ、法律相談、ミニリースづくり、
おもちゃドクターなど、子どもから大
人まで楽しめます。 9月8日㈯10時
～14時 向丘出張所 おもちゃドク
ターは直接か電話で事前予約必要。

区役所保育所等・地域連携担当
☎856-3290 856-3237

宮前区保育園・こども園作品展
　 9月7日 ㈮ ～13日 ㈭10時 ～17
時。※土・日曜は16時まで、最終日
は8時45分～10時 宮前市民館ギャ
ラリー。
保育連続講座

　栄養士・看護師・保育士から、育児に
関するさまざまな情報が得られます。
❶「なないろタイム」よちよちバージョン！
　 9月4日～18日の火曜、13時半
～14時半、全3回 菅生保育園 開
講時に12カ月～1歳11カ月の第１子
の子どもと保護者7組 ８月15日
10時から直接か電話で菅生保育園☎
977-9320。［先着順］
❷つくしんぼサロン
　 9月5日 ㈬、11日 ㈫、19日 ㈬、
13時半～14時半、全3回 中有馬保
育園 開講時に4カ月～10カ月の子

どもと保護者6組 ８月15日9時か
ら直接か電話で中有馬保育園☎854-
0425。［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

第7回夏休み子どもフェスタ
　模擬店、金魚すくい、移動式プラ
ネタリウムなどもりだくさん。 8月
26日㈰10時～15時 アリーノ。

宮前市民館
☎888-3911 856-1436

市民自主学級
「宮前を知って歩いて楽しもう」 　　　　　

　宮前区の歴史を学び、実際に現地
を歩きます。 ９月2日、16日、10月７
日、21日、11月４日、18日の日曜、10時
～12時、全６回 宮前市民館他 30
人 資料代など200円 8月15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

　

後期講座（10月〜3月）受講者募集
　けん玉、健身気功、ピラティスな
ど9講座。 8月15日～25日に返信
用ハガキを持参し直接。［抽選］※詳
細はお問い合わせください。1人1講
座のみ。

短期講座
❶「そば打ち」
　 10月19日、11月30日、12月21
日の金曜、10時～14時 各回8人
900円
❷「かわさきマイスターと作る
　木のおもちゃ」
　 9月13日、27日、10月11日の木曜、
13時半～15時半、全３回 12人
2,000円 ❶❷とも8月20日～31日に
返信用ハガキを持参し直接。［抽選］

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

運転ボランティア養成講座
　運転が好きな方、地域での活動を始
めてみたい方、暮らしの足を支えるサ
ポーターになりませんか。 ❶8月23
日㈭❷8月29日㈬いずれも10時～16
時半 ❶福祉パルみやまえ、❷介護老
人福祉施設鷲ケ峯 各30人 随時、
電話か窓口で配布の申込書をFAXで。

市消防防災指導公社
☎366-2475 272-6699

普通救命講習Ⅰ
　心肺蘇生法やＡＥＤの取り扱いの講
義と実習。修了証を交付します。
9月8日㈯9時～12時 宮前消防署
30人 800円 8月24日9時から電
話かＦＡＸ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］

幼児食
教室

9月4日㈫
10時～11時

（9時45分～）

1歳3カ月～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

8月15日
から電話で。
☎856-3291

離乳食
教室

＊❶❷は
同じ内容

❶9月10日㈪
❷9月25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

❶8月21日
❷9月5日

から電話で。
☎856-3291

１歳児
歯科健診

9月11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

8月16日から
電話で。

☎856-3264

第１回宮前区総合防災訓練を実施します　
～防災でつながる地域の輪～

かわさきの森づくり参加者募集

　今回は避難所開設訓練の他、防災クイズ、各種体験訓練を実施します。
ぜひご参加ください（どなたでも参加できます）。
日時　9月9日㈰9時～12時　会場　野川小学校
内容　避難所開設訓練、防災体験など
当日実施案内 0120-910-174
☎044-245-8870（有料）※携帯電話からの場合

区役所危機管理担当☎856-3114 856-3119

　今年の区民祭は10月21日㈰に区役所・市民館周辺で開催します。
❶出店：50ブース程度。応募資格は、宮前区内福祉団体・公益団体・商店

街連合会加盟店、その他実行委員会が認めた団体。
❷舞台出演：区内の団体。

８月24日（消印有効）までに、申込用紙を直接か郵送で。［選考］
❶出店：〒216-8570宮前区役所地域振興課☎856-3135 856-3280。
❷舞台：〒216-8570宮前区役所高齢・障害課☎856-3244 856-3163。

※詳細は区役所、出張所で配布中の申込用紙をご覧ください。区HPか
らもダウンロードできます

日時　８月20日㈪12時５分～13時00分
場所　宮前区役所２階ロビー
出演　松

まつ

岡
おか

春
はる

佳
か

（バイオリン）、里
さと

見
み

有
ゆ

香
か

（ピアノ）
演奏曲目　愛の喜び（クライスラー）、ソナタ第12番（パガニーニ）他

区役所地域振興課☎856-3134 856-3280

第296回 みやまえロビーコンサート
～夏空に流れるバイオリンとピアノの安らぎの音色～

　「水沢特別緑地保全地区」で竹林の整備をします。
９月９日㈰９時半～12時

9月6日（必着）までにハガキに住所、氏名、年齢、電話番号、メー
ルアドレス、日にち（9月9日）も記入し〒211-0052中原区等々力3-12
市公園緑地協会☎711-6631 722-8410。［事前申込制］
※集合場所など詳細は申込者に案内します

第37回　宮前区民祭出店・出演団体募集

仮設トイレ設置訓練
（犬蔵中学校）


