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区役所では、区民の皆さんと一緒に、区をもっと好きになってもらえるよう取り組みます！

中原区SDC YORIAI（定例会）の開催
地域主体のつながりを作る、地域主体のつながりを作る、
交流・共有・提案の場です。交流・共有・提案の場です。

【開催】 偶数月第３水曜18時半～
          奇数月第２土曜10時～

詳細は区HPで▶︎

なかはらって
    どんなまち？ 昨年実施した区民アンケートの調査結果から、

中原区の姿を読み解きます。
 区役所企画課☎044-744-3152 044-744-3340

事前申込不要！
途中参加・退出OK！

便利で魅力もたくさんのもっと好きになってもらえるまちへ

おうちの近くで、お話ししながら
のんびり歩く「ご近所さんぽ」を

すすめています！

一緒に
のんびり歩いて

みませんか
詳しくは
区HPから

いつまでも自分らしく！

市民活動の一歩目を応援する冊子
「kikkake」を作成しました！

詳しくは2面へ

「やりたい」を応援！

区民の皆さんやスポーツチームと連携して
イベントなどを行います！

写真は昨年開催した「KOSUGI SPORTS FES 2022」

魅力を発信！

◆中原区のイメージ1位2位が便利さ

◆定住理由、生活環境の満足度でも便利さが上位

※回答した人の割合が高い順番。（　）内はその割合。

買い物に便利（59.7％）〈前回調査から2回連続〉

交通網の発達
（57.1％）

等々力緑地
（54.8％）

※ 回答した人の割合が高い順番。 （　）内はその割合。

区役所では、一人ひとり異なるリスクに備えられるよう工夫しながら情報発信などを行っていきます！

　防災に関する啓発情報や各種ハザー
ドマップを1冊にまとめた「中原備える
防災マップ」。今年、情報を更新して、
リニューアルします。

現行の冊子
（平成30年12月発行）は
区HPに掲載中

質問や結果の
詳細は区HPで

●広報で充実してほしい
　情報
●地域包括ケアシステム
　で取り組むべきこと
●子育て支援サービスの
　利用状況
●地域活動への参加状況
　など

◆区役所に力を入れてほしい業務
アンケートでは
こんな質問も

知 っ て 備 え て 安 全 安 心 な 生 活 を

「中原備える防災マップ」をリニューアルします！ 交通安全啓発

1位 「地震や風水害への対策」（49.9％） 2位 「防犯や交通安全の対策」（39.3％）

便利なまちなかはら

区民アンケートとは
　区政に対する区民の意識などを調査するため、区役所
が隔年で実施しているアンケートです。
　今回は、直近で実施した4年7～8月の結果と、それを
踏まえた区の取り組みの一部を紹介します。回答にご協
力いただいた皆さんに、心からお礼申し上げます。

一歩踏み出すきっかけに

安全安心なまちづくりへのニーズが高い

　4月からヘル
メットが年齢を
問わず努力義務
になりました。
　自転車運転時
はヘルメットを
かぶって安全に

中原交通安全協会、
中原警察署とともに行った啓発の様子区役所危機管理担当 清野担当係長
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みんなのスポーツフェスタ

緑あふれる なかはらへ

市民活動等の紹介冊子「k
き っ か け

ikkake」を
作成しました！　どなたでも気軽にできるスポーツ

の体験会を実施します。久しぶりに
運動する人、初心者、大歓迎！ 楽し
く運動不足を解消しましょう！

5月28日 ㈰10時 ～12時、13時
～15時

とどろきアリーナ（サブアリーナ）、
等々力緑地催し物広場
※室内種目に参加する場合は、シューズが必要です。
　　　　　　　　　　　スリーアイズ、キンボール、地元スポー
ツクラブによる体操体験(要事前申込)、プレルボール、競輪体
験、モルック、ノルディックウォーキングほか

区役所地域振興課☎044-744-3323 044-744-3346

体験できるスポーツ

　緑のカーテンづくりに挑戦してみ
ませんか。
配布　5月29日㈪から
※なくなり次第、配布終了
場所　区役所１階総合案内所

区役所企画課
☎044-744-3163

044-744-3340

　区役所前などの花壇は区民ボランティア
が手入れをしています。一緒にまちの花を
育ててみませんか？ 初心者歓迎、体験も可
能です！ 興味のある人は気軽にご相談くだ
さい！

毎週月曜日
JR武蔵小杉駅前花壇、JR武蔵中原駅

前花壇、中原区役所前花壇(2カ所)、南武
線高架下花壇。

区役所地域振興課
☎044-744-3324

044-744-3346

　活動場所や団体、助成金の紹介など、中
原区で新しいことなどを始めたり、活動の幅
を広げたい人に向けた冊子です。
　冊子は区役所などで配布中。なくなり次
第終了。

区役所地域振興課
☎044-744-3324 044-744-3346

●カウンセリングを自分の生活に生かして、気持ちを楽に
　大人のしゃべり場は、少し
でも気持ちを楽に暮らせるよ
う、みんなで話し合いながら
カウンセリングマインドを学
ぶ場です。毎月2回開催し（第
2・第4日曜、13時～15時半。
参加費300円）、テーマに基
づき、運営スタッフからの説
明の後、参加者同士で話し
合っています（5月14日は「セルフカウンセリング（自己解決法）」、同28日は「ス
トレスに気づく（ストレスの対処法）」がテーマ）。毎回12人程度が参加してい
て、参加者からは、「他の人の意見に触れて考え方が広くなった」、「利害関係
がなく、率直に意見を言い合える」といった声が聞かれました。
　平成12年に始まった大人のしゃべり場には、長年参加している人も多く、
また、参加者から運営スタッフになる人もいて、カウンセリングに触れてみ
たいと思い集まった人の居心地の良い場となっていました。
　一緒におしゃべりしてみませんか。

小杉町二丁目町内会館（小杉町3-239）
大人のしゃべり場運営スタッフ代表那須☎044-711-5321（平日10時～20時）

区役所企画課☎044-744-3152 044-744-3340

大人のしゃべり場

ゴーヤーの育て方
などは区HPで

窓の近くで育てると直射日光を防げます

中原区役所前花壇

視察研修(緑化センター)
の様子

運営スタッフと参加者の皆さん

区HPからも
ダウンロー
ドできます。区HP

区のお知らせ
申し込み方法は市版6面参照

歩こう会 　
　 6月11日㈰8時半～11時（8時集
合）。雨天の場合は18日㈰ 碑

ひ

文
もん

谷
や

公
園集合（学芸大学駅徒歩約10分）→ 
駒沢オリンピック公園→小泉公園解
散（駒沢大学駅徒歩約10分）、約5キ
ロ 区役所地域振興課☎044-744-
3323 044-744‐3346。当日の問
い合わせは6時半から区役所守衛室
☎044-744-3192。※事前に区HPを
確認の上、参加してください。
まち歩きボランティアガイド養成講座 　

　座学とまち歩きを通して、中原区の
魅力や歴史・文化を楽しく学び、地域
の案内人になることを目指す講座を
開催します。テーマは二ヶ領用水、中
原街道。 6月19日㈪10時～12時、
ほか全4回。 100円 区役所他
20人 5月31日（必着）までに区

7月11日、9月12日、10月10日、11月
14日、12月12日、6年2月13日 の 火
曜、10時～11時半 区役所別館 区
内在住で子どもの発達に不安や悩みを
抱える小・中学生などの保護者各回30
人 5月15日から電話、メール、申
し込みフォームで教育活動総合サポー

HPか往復ハガキで、講座名、住所、氏
名、生年月日、電話番号、年齢を記入し
て〒211-8570区役所地域振興課☎
044-744-3324 044-
744-3346 ［抽選］。※詳
細は区役所などで配布す
るチラシか区HPで。
月１回から始めよう！ 地域ボランティア　

　障害者の社会参加活動を支援する
ボランティアの入門研修です。 6月
11日 ㈰、25日 ㈰、7月17日 ㈷、8月
20日 ㈰、10時 ～12時（7月17日の み
10時～15時）、全4回 中原市民館
20人 5月16日から直接、HP、電
話、FAXで中原市民館☎044-433-
7773 044-430-0132 ［先着順］
発達に支援が必要な子どものため
の就学児童保護者ミーティング 　

　子どもの発達に不安や悩みを抱える
小・中学生などの保護者を対象に、子
どものよき理解者、支援者を目指した
ミーティングを開催します。 6月6日、

トセンター☎044-877-
0553 support0731@
luck.ocn.ne.jp 区役所
地域支援課☎044-744-
3293 044-744-3196 

［先着順］

ゴーヤーの種配布

花クラブ実行委員会メンバー募集

こんな
人にオ

ススメ
！

仲間が欲しい！
何か新しいことを始めたい！
活動の幅を広げたい！

申し込み
フォーム

▲体操体験
©Mizutori Sports Club

▲スリーアイズ体験

区HP

花クラブHP

「武蔵小杉未来ビジョン」を策定しました
　武蔵小杉駅を中心としたエリア
の将来像を共有する「武蔵小杉未
来ビジョン」を策定しました。より
よいまちなかの形成に向けて、意
見を募集します。
 ●募集期間
　5月1日～31日
※HPのお問い合わせ
　フォームで

武蔵小杉エリアプラットフォーム
musashikosugi.areaplatform

@gmail.com
区役所地域振興課☎044-744-3282

044-744-3346

詳細はHPで

意見を
募集します！

　持続的で魅力にあふれたまちなか
の形成などを目的に、武蔵小杉駅周
辺エリアに関係する25の企業、団
体、行政などで構成された団体です。

武蔵小杉エリアプラットフォームとは
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