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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。

（令和元年7月1日現在）

23万2,314人

10万587世帯

　宮前区全体をより発展させるための取り組
みが始まりました。
　市では、本年３月に、宮前区役所・市民館・
図書館を再開発が予定されている鷺沼駅周辺
に移転する基本方針をまとめました。これから、
令和7～８年度（予定）の市民館・図書館移転、
令和10～12年度（予定）の区役所移転に向け
て、取り組みを進めていきます。
　宮前区全体のミライをより良いものに、と
いう思いを込めて「宮前区のミライづくりプロ
ジェクト」と名付け、第１弾として、市政だより

宮前区版７月１日号では、新しい市民館・図書
館へのアイデアを出し合うワークショップの参
加者を募集しました。
　この通信では、宮前
区全体の活性化に向
けたさまざまな取り組
みをお知らせします。
詳細は区HPへ。

各種防災体験に子どもから大人まで参加出来ます。
日時　８月２５日㈰９時～１２時　
会場　平小学校
内容　避難所開設訓練、防災体験など
当日実施案内
一般電話 0120-910-174
（無料）携帯不可
携帯電話☎︎044-245-8870（有料）
区役所危機管理担当

☎︎856-3114 856-3280
区役所企画課

☎︎856-3170 856-3119

宮前区総合防災訓練 宮前区のミライづくりプロジェクト通信　第１号

起震車体験

一般参加可

事前申し込み不要

検索宮前区　ミライづくり

始まるよ！

夏に行われるさまざまなイベントを紹介します。

み や ま え 　 い ろ い ろ

夏 の イベ ン ト

日時　8月18日㈰10時～15時
場所　宮前市民館　費用　一部材料費が必要
宮前市民館☎︎888-3911 856-1436

夏休み子どもあそびランド2019
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！

響け！ みやまえ太鼓ミーティング
太鼓の輪～新たな時代へつなげよう～

日時　８月２４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
区役所地域振興課☎︎８５６-3125 ８５６-3280

たくさんの催しがあります
　バルーンアート・折り紙・こ
とり笛・囲碁・将棋・ゲルマニ
ウムラジオ・ぶんぶんごま・お
やつクッキング・ヨーヨー釣
り・紙芝居・万華鏡作り・シュ
ロバッタ作り・指編みでシュ
シュ・恐竜の卵作り・缶バッジ
など　※プログラムは変更
になる場合があります

区HP

　かがり火と提
ちょうちん

灯の幻想的な雰囲気の
中での和太鼓演奏の他、中学生が描いた
「宮

みやさき

前ねぷた」、保育園児たちの「荒馬踊
り」、地域の伝統芸能「初山獅子舞」も楽
しめます。

各団体の紹介や和太鼓及び
応募イラストの展示なども行います
８月23日㈮12時～17時、24日㈯10
時～18時 宮前市民館２階ギャラリーかがり火と和太鼓 高校生によるジャグリング

～ 響け　歌声！ ～
第20回しあわせを呼ぶコンサート

　障がいのある皆さんが練
習を重ね、プロの演奏家た
ちとのセッションを原語（ドイ
ツ語）で披露します。市民合
唱団や福祉ボランティアと共
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。今年、節目の20回を迎
えます。各施設での作品な
どの展示販売コーナーも。

日  時　８月２８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）
第１部　宮前区内障がい者施設・作業所へ通う皆さんによる合唱
曲  目　ベートーベン／交響曲第9番第4楽章「歓喜の歌」より　他
第２部　神奈川フィルハーモニー管弦楽団
　　　　（指揮：垣内悠希）他
曲  目　花は咲く　他
区役所地域振興課☎︎856-3134 856-3280

聞く！

見る！

遊ぶ！

サポーター（学生ボ
ランティア）も募集中
です。 詳細はお問
い合わせください。

宮
みやさき
前ねぷた

工作体験の様子
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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

区役所地域振興課
〒216-8570宮前区宮前平2-20-5

☎856-3135 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
　2年２月１５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15日㈫か23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20日（必着）までに申込用紙を

直接、郵送、FAXで。［抽選］
区観光協会主催「宮前区再発見・見
て・聞いて歩こう」参加者募集

　 9月3日、10月1日、11月5日、12
月4日、2年2月4日、3月3日の主に火曜、
9時～12時半、全6回。 原則として
全回参加可能な25人 会員3,000円、
一般6,000円（6回分） 8月20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］
ポールウォーキング＆ストレッチ教室

　 ９月６日～12月20日の金曜、13時～
14時10分 フロンタウンさぎぬま 各
回25人 600円 初回は8月30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フロンタウンさぎ
ぬま☎854-0210 862-5030 ［先着順］

区役所地域ケア推進課
☎856-3300 856-3237

講演「子どもが生き生きと輝く未来
のために、今大人ができること」

　ＡＩが進化する未来の社会を見据え
て、子どもを育てる環境などを冒険遊
び場の紹介を交えながら考えます。講
師：井桁容子氏 9月27日㈮、10時～
12時 宮前市民館 60人 ８月15日
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］

区役所地域支援課
☎856-3264 856-3237

「摂食嚥
えん

下
げ

」料理教室
　食べ物が飲み込みづらくなってきた人
の食事作りの調理実習。エプロン、三角巾、
布巾持参。 ９月12日㈭、10時～14時

宮前市民館 20人 500円程度 ８
月15日9時から電話、FAXで。［先着順］

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、現地見学を

します。 9月1日、29日、10月6日、
11月17日、24日、12月1日の日曜、
10時～12時、全6回 宮前市民館
他 30人 200円 ８月15日10時
から直接、電話、区ＨＰで。［先着順］

菅生分館
☎977-4781 976-3450

市民自主企画事業「認知症にならな
いために～脳トレしませんか？」

　 10月11日、11月1日、12月13
日の金曜、14時～16時、 全3回
菅生分館 30人 100円 ８月26日
10時から直接、電話、区ＨＰ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

　

夏休み子どもフェスタ
　模擬店、金魚すくい、移動式プラ
ネタリウムなど盛りだくさん。 8月
25日㈰10時～15時 アリーノ

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

　

後期受講者募集（10月～3月）
　健身気功、切り絵、カルトナージュ、
男性の料理など9講座。 8月15日
～26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「誰でも上達！色鉛筆画」

　 ９月３日、10日、17日、24日の火曜、
13時半～15時半、全4回 1,600円

12人 8月5日～16日、9時～16時
に返信用ハガキを持参し直接。［抽選］
敬老のつどい午後の部「真打落語・講談」

　 ９月19日㈭13時半～15時 80
人 8月19日9時から窓口で整理券を
配布。［先着順］
くらしのセミナー「もしもの時の相
続・贈与について」

　 ９月４日㈬13時半～15時 40人
8月19日９時から電話か直接。［先着順］
短期講座「ペン習字」

　 ９月６日、13日、20日、27日の金曜、
13時半～15時半、全4回 300円
14人 8月5日～16日、9時～16時に
返信用ハガキを持参し直接。［抽選］
気軽に薬膳生活

　 ９月27日㈮ 30円 40人 8月
19日９時から直接。［先着順］

宮前スポーツセンター
〒216-0011宮前区犬蔵1-10-3

☎976-6350 976-6358

縁日
　射的・輪投げ・ストラックアウトなど盛
りだくさん。 8月25日㈰、15時～
17時。直接会場へ。

日時　 8月２0日㈫１２時５分～１２時５0分
場所　宮前区役所２階ロビー
出演　P

パ ン コ ピ ー タ

an-copita ～まきまき～
　　　（Okapi、木村真紀）
演奏曲目　涙そうそう、昭和歌謡メドレー

区役所地域振興課☎856-3134 856-3280

〜クラシックから昭和歌謡まで、幅広い名曲をお届け！〜 　今年の区民祭は10月20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23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

宮前区民祭　出店・出演団体募集

保育特集

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
案内一覧

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

＊❶❷は
同じ内容

❶9月10日㈫
❷9月24日㈫
いずれも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4日

から電話で。
☎856-3264

幼児食教室
9月3日㈫
10時～11時

（9時45分～）

1歳3カ月～
2歳の子ど
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16日
から電話で。
☎856-3264

お悩み解決！
離乳食
マル得講座

9月6日㈮
9時50分～11時半

（9時～）

7～11カ月
児と保護者

20組

離乳食の献立や進
め方、時短方法に
ついて。歯科相談、
保護者の骨密度測
定や健康づくりの
ヒントも。試食代
50円程度。

8月22日
から電話で。
☎856-3264

１歳児歯科
健診

9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

8月15日
から電話で。
☎856-3291

会場：表記のなしは、区役所1階健診フロア
日時　 9月3日、10日、17日の火曜、13

時半～14時半、全３回　
場所　菅生保育園
対象　 1回目受講時に６～１２カ月の子ども

と保護者７組
８月15日10時から電話か直接で。［先着順］

　保育園の栄養士が、離乳食の進め方を伝
えたり、園児の食事の様子を見ることがで
きます。
日時　９月4日㈬、10時半～11時半
場所　土橋保育園
対象　 6～１２カ月位の子どもと保護者７組

８月19日１０時から電話か直接で。［先着
順］

日時　 9月１０日㈫、１９日㈭、２６日㈭、
13時半～14時半、全３回

場所　中有馬保育園
対象　 １回目受講時に４～１０カ月の第一

子の子どもと保護者６組
８月15日10時から電話か直接で。［先着順］

　保育園の栄養士が、離乳食の進め方を伝
えたり、質問に答えます。実演あり。
日時　9月１９日㈭、14時15分～15時15分
場所　地域子育て支援センターさぎぬま
対象　 7～１２カ月の子どもと保護者２０組

８月２２日9時から電話か直接で。［先着順］

日時　９月７日㈯１０時～１５時半
場所　地域子育て支援センターすがお
対象　就学前の子どもと保護者

　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。保護者同
士の情報交換や交流もできます。

育児を学ぼう！ 食育講座

なないろタイム
菅生保育園☎ ９７７-９３２０

土橋保育園　食育講座
土橋保育園☎ ８５5-2877

つくしんぼサロン
中有馬保育園☎ ８５４-０４２５

食育講座　にこにこもぐもぐ
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すがお土曜開所
区役所保育所・地域連携担当☎８５６-３２９０ ８５６-３２37

第308回 みやまえロビーコンサート

Okapi 木村真紀
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