
お間違えのないように

水・緑・花・人の出会うまち

中原区の花パンジー中原区の木モモ

●発行：中原区役所　〒211-8570 中原区小杉町3-245
●編集：中原区役所企画課 （☎744-3149　 744-3340）

区 版な か は ら01 中原区ホームページ  http://www.city.kawasaki.jp/nakahara/　［区版］は区の情報を中心に掲載しています。

5

（平成31年4月1日現在） 26万203人 13万2,221世帯
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A 文化と歴史がある
B 買い物に便利
C 等々力緑地

※答えは区版１面か２面の中にあります。

中原区区民アンケートで最も多くの人に
選ばれた、中原区のイメージは？Q

　区民から見た中原区はどんなイメージでしょうか。
中原区区民アンケートの結果から読み解きます。
区役所企画課☎744-3149 744-3340

　緑地内には多くの樹木が植えられ、四季折々の草花
や花木が楽しめる散策路があります。等々力陸上競技
場、とどろきアリーナなどの運動施設や、企画展や映
画上映などを開催する市民ミュージアムもあります。

　武蔵小杉駅に大型商業施設があるほか、
活気ある商店街があります。

　二ケ領用水では、春
には桃や桜が見られま
す。また、江川には「江
川せせらぎ遊歩道」が設
置され、カルガモなど
も見られます。

中原区区民アンケートって？
　区政に対する区民の意識等を調査する
ためアンケートを隔年で実施しています。
今回は平成30年に実施したアンケート結
果の一部（回答者数1,135人）を載せてい
ます。その他のアンケート結果は区HPか
らも見られます。

　このたび、4月1日から中原区長に就任しました。
中原区は、等々力緑地や二ケ領用水といった自然に恵
まれている一方、武蔵小杉駅周辺を中心に都市機能の
充実が図られ、多彩な魅力をもつまちです。
　このような中、子育てや高齢者の見守り、安全に安心して暮らせる
地域づくりなど、さまざまな課題もあります。これらの課題解決や地
域の魅力向上に区民の皆さんと顔の見える関係を築きながら、ともに
取り組み、一生住み続けたい「最幸のまちづくり」を進めてまいります。

新区長の永山です

　平成22年にJR横須賀線武蔵小杉駅が開業し、
他にもJR南武線、JR湘南新宿ライン、東急東横線、
東急目黒線が通っています。

区の人口は近年増加し続けており、現在25万人を超えています。
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人口も
世帯数も
市７区中
１位！

東京 2020オリンピック・パラリン
ピック大会に向けて、等々力陸上競
技場に英国代表チームが事前キャン
プにやってきます。

中原区ってどんなまち？
１位

等々力緑地 54.1％

買い物に便利 50.5％

統計データ

１位「通勤・通学の便が良いから」30.4%
２位「住宅を購入したから」28.5％
３位「以前から住んでいるから」19.7％

「これからも
住んでいたい」
73.4％

交通網の発達 45.7％ ４位3位2位
二ケ領用水・
渋川・矢上川・
江川 30.1％

検索中原区区民アンケート
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（なかはらフォトコンテスト入賞作品）

（なかはらフォトコンテスト入賞作品）

増加率

人口

中原区の「イメージ」として何を思い浮かべますか？Q

これからも
今の所に住む予定ですか？Q

Qこれからも住んでいたい
主な理由は？

中原区長　永山実幸
（提供：タウンニュース）
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　スポーツを通して地域の交流を深めましょう。パラスポーツなどの体験コー
ナーや車いすダンスなどのステージが楽しめます。
日時　6月2日㈰9時～17時 ※荒天中止
場所　こすぎコアパーク（東急武蔵小杉
駅南口前）

小杉駅周辺エリアマネジメント
☎433-9180。区役所地域振興課
☎744-3282 744-3346

日時　 6月9日㈰8時～11時　  
※雨天順延

コース　明治神宮前駅（集合）～青山公
園～千駄ケ谷駅

区役所地域振興課☎744-3323
744-3346。当日の問い合わせは6時
半から区役所守衛室☎744-3192

　2日間のワークショップで自分だけの“うた”をつくります。
日程 ①小学生対象のクラス ②中学生以上対象のクラス

7月20日㈯ 10時～12時半 14時～16時半
21日㈰ 10時～12時 12時半～14時半

講師　井上 侑
ゆう

(シンガーソングライター )
対象　各15人　場所　市民プラザ練習室
料金　各2,500円(全2回)

5月15日から直接か電話で市民プラザ
☎888-3131 888-3138 ［先着順］

種目 日程 時間 場所
OTOアート
フットボール 5月20日、6月3日、10

日、17日、24日の月曜
15時半～16時半 大戸小学校

校庭
OTOサッカー 16時～17時

キッズラン 5月21日～6月25日の
火曜 17時～17時50分 下小田中小学校

体育館

※他にも「Saturdayダンス」、「マット体操」、「バドミントンtime」があります。
　詳細はお問い合わせください。

中学生以下3,000円／半年（4月～9月、10月～3月、途中入会は月割り）
各教室実施時に直接、中原元気クラブ事務局☎090-9852-6905 区

役所地域振興課☎744-3323 744-3346 ※初回無料体験（１種目のみ）あり

区役所企画課☎744-3149 744-3340

なかはらスマイル
イッツコムチャンネル（地デジ11ch）で放送中
水曜21：30～21：40／土曜16：00～16：10／日曜12：50～13：00
放送予定：小杉小学校入学式、春季ドッジボール大会、
こすぎ名物花見市　他

Enjoy★なかはら 
かわさきFM（79.1MHz）
第1・3金曜11:00～11:30 
ゲストを招き、区内の魅力やイ
ベントを紹介します。
スマートフォンからも聞けます。

　地域メディアと連携して区内のあらゆる情報を発信し、地
域交流の促進や中原区のイメージアップを目指しています。

ゴーヤの種配布
　緑のカーテンづくりに挑戦して
みませんか。
配布　5月15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☎744-3163
744-3340

市民健康の森

歩こう会

コスギんピック

シンガーソングライター入門

中原元気クラブ活動日程

❶布ぞうり作り
日時　5月26日㈰9時から　場所　井田病院2階会議室　対象　10人　
費用　200円　持ち物　古着のＴシャツ2枚、布切りばさみ
❷池の手入れ
日時　6月2日㈰9時から
場所　市民健康の森入り口広場
※雨天中止、長靴持参
❸ホタル鑑賞会
日時　5月31日㈮～6月2日㈰19時
～21時
場所　市民健康の森入り口広場
※雨天中止

❶のみ5月15日から電話かＦＡＸで市民健康の森を育てる会☎ 766-
0855［先着順］。（❸は☎090-3400-4280） 区役所地域振興課☎744-
3324 744-3346

　区役所敷地内の花壇で花植えを体験し、自然
に触れることで環境について考えてみませんか。
日時　5月25日㈯10時～11時 ※雨天中止
場所　区役所正面玄関脇花壇
定員　4歳以上の子どもと保護者15組30人

5月15日から直接、電話、FAXで区役所地
域振興課☎744-3324 744-3346 ［先着順］

親子花植え体験
①種のとがったとこ
ろをカッターで切る

④発芽して葉が３～
４枚になったら、プ
ランターに植え替え
る

②水でたっぷり湿ら
せた脱脂綿の上に
置く

⑤苗は支柱で支え、
つるが出てきたら
ネットに巻き付ける

③白い根が出たら、
根を下向きにして
ポットに植える

⑥プランターに植え
替えてから、約１カ
月で実を収穫できる

料理にも
使える！

窓の近くで育てると直射日光を防げます

チーム対抗の競技も観戦できます

区役所地域支援課☎744-3308 744-3196

　上小田中６丁目の神地町内会
では、６丁目在住の乳児と母親
を対象にした子育てサロン「ぴ
よぴよ広場」を、昨年６月から始
めました。現在15組ほどの親
子が参加しています。ボランティ
アと参加者、また参加者同士の
距離が近いので、子育てについ
て気軽に話がしやすく、地域の中で顔見知りができることが特徴です。
　発足当時から継続的に参加している親子も多く、1歳を過ぎたら、町内
会で実施している「ごうじ母親クラブ」で活動している人も多くいます。
　地域支援課では、町内会などによる親子の集いの場の立ち上げを支援
しています。ご連絡お待ちしています。

みんなの 地 域 包 括 ケ ア

神地町内会で子育てサロンを始めました

検索コスギんピック

検索中原元気クラブ

ゴーヤの育て方
区のお知らせ（申し込み方法は市版５面参照）
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