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12月1日㈰に「JAPAN DAY 英語de茶の湯体験」を開催します。10月15日から受け付け開始。詳細はお問い合わせください。 川崎市民プラザ☎888-3131

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9月1日現在）

23万2,303人

10万669世帯

～宮前区民祭で「あたらしい宮前市民館・図書館」に関するブースを設置します～
　「宮前区のミライづくりプロジェクト」の取組のひとつとして、令和７～８年度（予定）に
鷺沼駅周辺に移転・整備する新しい宮前市民館・図書館に関する検討を進めており、現
在、ワークショップの開催など、未来を担う子どもたちも含め、区民の皆さんとともに、
新しい施設づくりを進めています。
　新しい市民館・図書館が魅力にあふれ、使いやすい施設になるよう、宮前区民祭でも
皆さんからのご意見やアイデアを幅広くお寄せください。
　当日は、鷺沼駅周辺の将来の姿（再開発）についてもご説明します。
　皆さんのお越しをお待ちしています。詳細は区HPへ。
教育委員会生涯学習推進課☎200-1981 200-3950

宮前区のミライづくりプロジェクト通信　第3号

検索宮前区　ミライづくり

※�当日の開催の可否については
　☎0180-991-320（テレドーム）

第３８回10/20日
9時～15時（荒天中止）

10/26土
10時～14時

10/26土
10時～15時

11/9土
10時～14時
（荒天中止）

場所　
区役所・市民館と
その周辺

※�当日は図書館を含め、全て
の駐車場が利用できません

宮前区民祭

舞台公演
（市民館ホール）

キック
ターゲット
（川崎フロン
ターレ）

古着と
小型家電の
回収

主なイベント

　地域の身近な人と人をつな
げる場の創出を目的としたイ
ベント。子育て世代が楽しめ
る企画や、出張ロビーコンサートも開催します。　
場所　向丘出張所　内容　出張ロビーコンサート、お話し会
（絵本交換会）、ミニリース作り、ちぎり絵、バルーンアート、
折り紙、木製ピンボール　主催　向丘地区連合自治会
向丘出張所☎866-6461 857-6453

　乳幼児をもつパパ・ママへの情
報発信と、子育てに関わるみな

さんの交流を目的としたイベント。子どもたち
が楽しめる企画も盛りだくさんです。
場所　宮前市民館（全館）、市民広場
内容　赤ちゃん広場、寝相アート、絵本の部屋、
お絵かき、工作、手形、育児相談、親子クッ
キング、エンディングコンサートなど
※授乳・オムツ替
えスペースあり
宮前市民館

☎888-3911
856-1436

　世代を超えた地域の皆さんの交流を通じて、
手を取り合いながら楽しく子育てができる町に
なってほしい！！との願いを込めて開催します。
場所　�地域子育て支援センターすがお、菅生

分館、蔵敷こども文化センター
内容　模擬店、アートバルーンプレゼント、コ
ンサート、おもちゃ病院他
蔵敷こども文化センター

☎ 977-2577
※おもちゃ病院は
要予約。
詳細は菅生分館
☎977-4781
976-3450

●冒険遊び場　10時～15時
●動物○×クイズ� 10時～15時の間に4回実施
●ふれあい動物園� 10時～12時、13時～15時消防士の子ども制服を着て写真撮影▶

絵の具で自由に遊ぶコーナー みんなでエビカニクス！

同時
開催

同時
開催

消防車などの展示、放水体験、煙体験など
宮前消防署☎852-0119 862-2795�

消防フェア
（宮前消防署）

いってみっか 
むかおカフェ

みやまえ
子育てフェスタ
2019

すがお
手つなぎまつり
～この子の手 あの子の手 

ぬくもりいっぱい
みんなの手～みつけてみよう！ 

子フェスタマジック

出店、
各種団体の
展示、大道芸
(猿回しなど)

市バスの
展示

宮前区ふれあい公園
（宮前平公園）

日時　10月26日㈯13時～14時　
場所　向丘出張所　
出演　KABUKI�age
演奏曲目　Joyful�Joyful�他　
区役所地域振興課☎856-3134 856-3280

〜パワフルかつ美しいコーラスで聴く人をHAPPYにしたい！〜
第310回 みやまえロビーコンサート

　宮前区の「見たい・知りたい・行ってみ
たい！」をあなたに代わって調査する「ぐ
る～っとみやまえＴＶ」。地元情報を吉
本芸人の「囲碁将棋」がお届けします。
区役所企画課☎856-3133 856-

3119

放送時間　　　毎週木曜　22時20分～22時25分
　　　　　　　毎週土曜　12時50分～12時55分

※時間が変更になる場合があります

10月は消防訓練センター特集！

※�YouTubeでも見られます

検索ぐる～っとみやまえTV

　舞台でのパフォーマンス、各種団体の展示、屋台、大道芸、
消防フェアなど、今年も盛りだくさんの内容で開催します。
区役所総務課☎856-3123 856-3119
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11月15日㈮13時半～14時半に健康講座「腰痛のお話」を開催します。10月21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

区役所地域振興課
☎856-3125 856-3280

歴史ガイドでまち歩き
　「宮前歴史ガイド」を持って、野川の
変わりゆく谷戸を訪ねます。 11月８
日㈮９時半～12時半（雨天延期） 宮
前休日診療所バス停 20人 10
月15日から直接か電話で。［先着順］
農家巡りウォーキング

　農マップを持って、平方面を案内し
ます。 11月25日㈪10時～16時（荒
天中止） 向丘中学校下バス停 20
人 10月15日から直接か電話で。

［先着順］
宮前地区青少年作品展の作品募集

　11月23日㈷、24日㈰に区役所で
開催する作品展の展示作品を募集し

ます。 宮前地区在住か在学の小・中
学生　部門：絵画の部、ちぎり絵の部、
イラスト・デザインの部、書道の部(書
き初め用紙)、書道半紙の部

11月21日18時～20時に区役所4
階第2会議室に応募作品を持参。※
課題、用紙サイズなど詳細はお問い
合わせください。

宮前市民館
☎888-3911 856-1436

研修「防災についてもう一度見つめ
なおしてみませんか～備えは「自分」
で「家族」でそして「地域」で～」

　 11月12日～12月10日の火曜、
14時～16時、全５回 宮前市民館

25人 500円 10月16日10時か
ら直接、電話、区ＨＰで。［先着順］
連続講座「子どもはそのまんまでス
ゴい！～子どもの本来の力を損ねな
い接し方を考える～」

　 11月12日～12月17日(12月3日を
除く)の火曜、10時～12時、全５回 宮前
市民館 30人。保育あり（1歳半以上、
先着10人、900円、要予約) 10月16
日10時から直接、電話、区ＨＰで。［先着順］

区役所地域支援課
☎856-3264 856-3237

男の“健康”料理教室
　栄養バランスに配慮した調理実習。
初心者向け。エプロン、三角巾、食
器用ふきん、筆記用具持参 11月7日、
28日の木曜、9時半～13時 宮前市
民館料理室 男性20人 500円程度

10月15日9時から電話で。［先着順］
認知症サポーター養成講座

　 11月１日㈮14時～15時半 区
役所大会議室 100人 10月15日9
時から電話で☎856-3308［先着順］

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

福祉有償運送運転者養成講習及び
セダン等運転者養成講習

　公共交通機関の利用が困難な人の
通院や通所などに移送サービスを行う
運転ボランティアの養成講習。 11
月30日 ㈯10時 ～16時 半、12月1日
㈰9時半～16時50分、全2回 福祉
パルみやまえ 30人 5,000円 10
月31日までに電話かFAXで。［抽選］

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

　いずれも市内在住60歳以上の人。
日常で使うアロマテラピーⅡ

　 11月18日、12月16日、1月20
日の月曜、13時半～15時、全3回
16人 1,300円 10月21日から直
接。［先着順］
家庭でできるそば打ち講座

　 11月22日㈮10時～14時 8人
900円 10月7日から18日までに、

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

❶11月12日㈫
❷11月18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
＊❶❷は同じ内容

❶10月23日
❷10月29日
から電話で。
☎856-3264

幼児食
教室

11月5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

10月18日
から電話で。
☎856-3264

１歳児
歯科健診

11月12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

10月17日
から電話で。
☎856-3291

アレルギー
相談

❶10月23日㈬
❷11月27日㈬

（13時45分～14時）

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

10月15日か
ら電話で。

☎856-3302

会場表記なしは区役所1階健診フロア

保育特集

宮前区文化協会　文化祭　体験講座

あつまれ！ 子ども自然探検隊　

在宅介護に関する講演会 ～頑張り過ぎない介護の秘訣～

市民館の臨時休館

　場所はいずれも宮前市民館2階ホワイエ　日時　11月17日㈰13～15時
講師 講座名 定員・費用

渡辺珠菜 華道「竹にいけるお正月花」 15人・1,200円
中村萠布 華道「クリスマスアレンジメント」 8人・1,000円
島崎蓉子 日本伝統工芸水引「バラのブローチ」 定員なし・800円
11月7日（必着）までに往復はがき、またはeメール（miyamaeku.c.a@

gmail.com）に必要事項（市版5面）を記載し、〒216-0006 宮前区宮前平
2-20-4　宮前市民館☎044-888-3911 856-1436　

　区の自然の中で、森遊びや探検をします。※雨天中止
11月10日㈰９時半～１２時　 生田緑地内とんもり谷戸
小学生15組（4年生以下は保護者同伴）

10月15日８時から28日21時まで電話、FAX、区HPで
サンキューコールかわさき☎200-3939 200-3900。［抽選］

　在宅介護の基礎知識や介護と仕事の両立について学びます。
11月３0日㈯13時半～１５時半　 区役所大会議室　講師　介護作家 

工藤広伸氏　 150人　 10月15日から電話かＦＡＸで。［先着順］
区役所地域ケア推進課☎８５６-3300 856-3237　

※手話通訳はFAXで。保育希望は電話で11月15日までに要申し込み

宮前市民館☎888-3911 856-1436
工事点検のため。 10月22日㈫

　区民の皆さんをホームゲームに招待します。チア
や音楽・光を駆使した華やかな演出、グルメなどア
リーナエンターテインメントをお楽しみください。

12月11日（水）１９時５分試合開始　 とどろきア
リーナ　 50人　対戦　横浜ビー・コルセアーズ　

12月1日（必着）までに応募用ＨＰか往復ハガキに
①氏名・ふりがな②住所③電話番号④希望日(複数可)⑤観戦人数(４人ま
で)を記入して〒212-0013幸区堀川町580ソリッドスクエア
東館4階㈱DeNA川崎ブレイブサンダース チケット部宮前区
民招待受付担当まで。［抽選］

区役所地域振興課☎856-3177 856-3280

育児を学ぼう！
　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。
なないろタイム

11月12日、19日、26日の火曜、
13時半～14時半　全３回　

菅生保育園
１回目受講時に６カ月～１２カ月の

子どもと保護者７組
10月15日10時から電話か直

接、菅生保育園☎ ９７７-９３２０ ［先
着順］

あおぞらサロン
11月13日、20日、27日の水曜、

13時半～14時半　全３回
土橋保育園
１回目受講時に3カ月～１2カ月の

第1子の子どもと保護者５組　
10月21日１０時から電話か直

接、土橋保育園☎ 855-2877 ［先
着順］

一緒に遊ぼう！
パパとママもね！ワクワクあそぼうＤＡＹ

11月16日㈯９時45分～11時45分
土橋保育園

０歳～就学前の子どもと保護者
25組　

10月16日１０時から電話か直
接、土橋保育園☎ 855-2877 ［先
着順］
地域子育て支援センター土曜開所

10月19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 区役

所保育所等・地域連携担当☎856-
3290 856-3237
※会場へ直接

食育講座

　保育園の栄養士が、離乳食のす
すめ方を伝えたり、質問に答えます。
実演あり。

12月3日㈫14時15分～15時15分
地域子育て支援センターさぎぬま
７カ月～１２カ月の子どもと保護者

２０組　
１１月５日9時から電話で区役

所保育所等・地域連携担当☎856-
3290 856-3237 ［先着順］

川崎ブレイブサンダースホームゲーム 区民招待

にこにこもぐもぐ
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