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A なかはら歴史と緑の散策マップ
B 川崎散歩ゆるり旅
C 中原区ガイドマップ

※答えは区版１面か２面の中にあります。

中原区内6つの散策コースを載せたマップの
名前は？Q

さぁ、令和２年のスタートを元気に！

歴史の道探訪
中原街道コース

「なかはら歴史と緑の
散策マップ」

歩こう会

区役所が生まれ変わります
（木質化リノベーション工事のお知らせ）

食育講演会

In Unity2020

川崎散歩ゆるり旅

江川せせらぎと市民健康の森散策コース

何げなく通り過ぎている道でも改めて見つめ直せば、いつもとは違って見えるかもしれません。
健康づくりのためにも、お散歩してみませんか。
区役所地域振興課☎744-3324 744-3346
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区内にある歴史を感じながらの散策
地域の人たちで維持管
理してきた自然を感じ
ながらの散策
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江川せせらぎ遊歩道（湧水の小
こ
径
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中原区市民健康の森

　区内の自然や歴史などを楽しむことがで
きる全６コースを紹介しています。今回紹
介した2コースも記載されています。

　約5kmのコースを歩きます。
2月9日㈰8時～11時。雨天中止 向河原駅→国際交流

センター→中原区役所
区役所地域振興課☎744-3323 744‐3346※実施の有

無は当日6時半から区役所守衛室☎744-3192で。

　区役所正面出入り口（西側）や待合スペースを中心に、木の温かみ
を感じることができる空間の創出や利便性向上のため、改装工事を実
施します。一部、第２・４土曜の開庁日に工事を行う場合もあります。
ご迷惑をお掛けしますが、ご理解い
ただきますようお願いいたします。
工事期間　１月中旬～３月上旬
区役所総務課☎744-3124 744

‐3340

　食生活のプロ・管理栄養士が食事づくりのひと工夫について話します。
日時　2月8日㈯10時～11時半　
場所　区役所5階　502・503会議室　 　80人

1月15日９時から直接、電話、必要事項（市
版５面参照）を記入しＦＡＸで、区役所地域支援課☎
744-3268 744-3196［先着順］

　アマチュアミュージシャンやダン
スチームが出演する、ボランティ
アスタッフ手作りの音楽祭です。

前夜祭…�1月25日㈯16時半～18時15分（開
場16時15分）

　本番…�1月26日㈰12時～17時45分頃（開場
11時40分）

区役所５階会議室 各日当日先着200人
区役所地域振興課☎744-3324 744-3346

　今回紹介した2コースの他にも市内の身
近な自然に触れながら歴史的資源を巡る全
１１コースを紹介しています。
建設緑政局みどりの協働推進課☎200-

2380 200-7703
検索なかはら歴史と緑の散策マップ 検索川崎散歩ゆるり旅

エポックなかはらで開催した昨年の様子 完成イメージ図
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住民票･印鑑証明他は南武線武蔵小杉駅北口階段下 小杉行政サービスコーナーをご利用ください。☎722-8685

区のお知らせ（申し込み方法は市版5面参照）

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

おいしいコーヒーのいれ方教室
　サライ通り商店会の喫茶店「木

き

戸
ど

口
ぐち

珈
コー

琲
ヒー

」の店主から、基本的なコーヒー
のいれ方や豆の焙

ばいせん

煎・挽
ひ

き具合で変わ
る味わいについて学びます。 3月3
日㈫10時～12時 木戸口珈琲（今井
南町7-45ガーデン・ニコル1階） 8人

1,000円 2月3日（必着）までに
往復ハガキかFAXで〒211-8570区
役所地域振興課☎744-3161 744-
3346 ［抽選］
区役所コンサート

　 1月29日㈬12時10分～12時50
分（開場11時半） 中原市民館多目
的ホール。※6カ月以上の子どもの
一時預かりあり（先着10人、前日ま
でに要予約）。 区役所地域振興課
☎744-3324 744-3346※詳細は
お問い合わせください
市民健康の森

　❶竹林の手入れ（平台緑地）❷シイ
タケのホダ木作り ❶は1月26日
㈰❷は2月9日㈰、いずれも9時に市
民健康の森入り口広場集合。雨天中
止 中原区市民健康の森を育てる会
☎ 766-0855。区役所地域振興課
☎744-3324 744-3346

家族教室　「総合失調症の基礎知
識・治療と回復」

　総合失調症の治療を受けている人
の家族向けの講座です。 2月6日㈭
16時～17時 区役所5階505会議室

15人 1月15日から直接か電話
で区役所高齢・障害課☎744-3297
744-3345 ［先着順］
冬の☆キラリ文化教室

　2月から開催する教室の参加者を募
集します。❶楽らく歌の教室❷色えん
ぴつ画入門❸ステップアップ色えんぴ
つ画❹風景写真教室❺コーヒーを楽
しむ❻簡単♪楽しい♪フォトレッスン
❼楽しい味

み

噌
そ

づくり 生涯学習プラ
ザ他 各20人（❷❺のみ16人）。※
15歳以上 1月24日（必着）までに
直接、教室名も記入しハガキ、電話か
ＦＡＸで〒211-0064今井南町28-41
生涯学習財団☎733-6626 733-
6697 ［抽選］※詳細はお問い合わせ
ください
演劇をつくるワークショップ

　劇作家、演出家、劇団ままごと主
宰の柴幸男氏による演劇のワーク
ショップです。短い演劇を作り、発
表をします。 3月1日㈰10時～16
時 市民プラザ 小学生と保護者
10組20人 1組2人2,500円 1
月20日までに直接か電話で市民プラ
ザ☎888-3131 888-3138 ［抽選］

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：ピザづくり教室、年末の交通事故防止運動、
しもぬまべこどもナイト　他

タウンニュース
毎週金曜発行、朝刊折り込み、区内各所でも配布中。
区内の魅力やイベントを紹介します。

なかはらメディアネットワーク
情報コーナー
情報コーナーでは、タウン
ニュース中原区版、なかはらス
マイル瓦版、かわさきFM番組
表などを配布しています。

情報コーナー設置場所
区役所、市民館、中原図書館、
とどろきアリーナ、国際交流
センター、東急電鉄「武蔵小
杉駅」「元住吉駅」、JR「武蔵小
杉駅」「武蔵中原駅」「武蔵新城
駅」「平間駅」「向河原駅」、グラ
ンツリー武蔵小杉など

　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
域交流の促進や区のイメージアップを目指しています。

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。

種目 日程 時間 場所

① OTOアートフット
ボール 1/20、27

2/3、10、17
の月曜

15時半～16 時半 大戸小学校
校庭

② OTOサッカー 16時～17時

③ キッズラン
1/21、28

2/4、18、25
の火曜

17時半～18時15分 下小田中小学校
体育館

④ Saturdayダンス 1/18
2/1、22
の土曜

9時～9時50分
大戸小学校

体育館⑤ マット体操 10時半～11時

⑥ バドミントンtime 10時40分～11時40分

※初回無料体験実施（１種目のみ）。 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）

中原元気クラブ事務局☎ 090-9852-6905(平日9時〜１７時)
区役所地域振興課☎744-3323 744-3346

中原元気クラブ活動日程

　中原区では、地域の人たちが集う
「まちのひろば」を応援しています。
今月号から毎月区内の「まちのひろば」
を紹介していきます。
　子どもたちが笑顔で楽しめる場をつ
くるため、11月22日にNEC玉川事業
場社屋内で「しもぬまべこどもナイト」
を開催しました。区内で活動する人た
ちによる和紙を使ったLEDキャンドル
づくりやハンモックヨガ体験、NECレッ
ドロケッツの応援ダンスワークショッ
プなどが行われ、子どもたちと地域
の人たちの笑い声があふれる「まちのひろば」となりました。

区役所企画課☎744-3149 744-3340

困ったときは区役所相談窓口へ

※希望者が多いときは、当日相談を受けられない場合があります。
事前申込制については電話でサンキューコールかわさき☎200-3939　
区役所地域振興課☎744-3153 744-3346

相談名 内容 日時 相談員

市民相談 市民相談の総合的な案内 月曜～金曜、8時半～
17時

市職員
市民相談員

弁護士相談
不動産、金銭トラブル、
相続、親族などの問題に
対する法的助言

火曜、9時半～11時半
（9時から先着で受け付
け）

弁護士

弁護士交通事故
相談

交通事故の被害者などへ
の法律上の指導・助言

第3火曜、13時～16時
［事前申込制］ 弁護士

認定司法書士
相談

司法書士相談、140万円
以下の民事に関する紛争

第1木曜、13時～16時
［事前申込制］

認定司法
書士

司法書士
相談

相続、遺言、成年後見、
不動産登記と手続きなど
の相談

第3木曜、13時～16時
（12時から先着で受け
付け）

司法書士

行政書士の相続・
遺言・成年後見

相談

遺産分割協議書、遺言書、
任意後見契約書などの書
き方

第2火曜、13時～16時
（12時から先着で受け
付け）

行政書士

労働相談 働く人の労働条件、会社
での困りごと

月～金曜、8時半～12
時、13時～15時（電話
相談は☎744-3156）

専門相談員

税務相談
税金の計算方法、申告内
容手続きなど

第4木曜、13時～16時
［事前申込制］ 税理士

税に関する基礎的な知識
など

月・水・金曜、10時～
12時、13時～16時 税務相談員

宅地建物相談 宅地建物の売買や契約な
ど

第2火曜、13時～16時
（12時から先着で受け
付け）

宅地建物
取引士

住宅相談 家の新築、増・改築、修理
など 第3火曜、9時～12時 専門相談員

人権相談 人権に関する問題など
第2木曜、13時～16時

（12時から先着で受け
付け）

人権擁護
委員

行政相談 国の行政機関などの業務
に対する意見、要望

第2木曜、13時～16時
（12時から先着で受け
付け）

行政相談
委員

　就労や病気・冠婚葬祭などで、保護者が一時的に子どもを保育できない
場合に代わって保育する制度の説明会を行います。

場所 日時 申込・問い合わせ先 締め切り
❶ みやうち保育園 1月29日㈬10時～ ☎982-3265 1月28日
❷ 木月ほほえみ保育園 2月8日㈯9時半～ ☎948-4483 当日直接
❸ ももの里保育園 2月8日㈯13時半～ ☎753-2980 2月7日
❹ 木月保育園 2月15日㈯9時半～ ☎433-1958 当日直接
❺ すみれ保育園 2月15日㈯10時～ ☎430-5544 2月13日
❻ 多摩保育園 2月15日㈯10時～ ☎411-1122 2月13日

一時保育説明会

❶は5カ月以上❷❹は10カ月以上❸はおおむね１歳以上❺❻は6カ月以上。
いずれも週3回以内。 各締め切り日までに電話で各園（❷❹は当日直
接）。制度に関する問い合わせはこども未来局保育課☎200-3406 200-
3933

新連載
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