「なかはら
エコ推進大使
ロジーちゃん」
（左）と「エコちゃん」
（右）

23 万 6,518人

11 万 8,017 世帯

地域課題対応事業は、区民の参加と協働で、地域課題の
解決や地域の特性を生かしたまちづくりを進める事業です。
今年度の総予算額は7,806万円です。主な取り組みを紹介
します（数字は概算、総額とは一致しません）。

安全・安心まちづくり

総合的こども支援

1,078万円

1,577万円
﹁子
子ど
育も
てた
サち
ロが
ン
﹂集
ま
る

災
害
対
策
本
部
を
強
化

●地域防災・防犯力の強化
●交通安全教室の開催
●自転車マナー向上への取り組み

地域福祉・健康づくり

308万円

234万円

冊見
子守
なり
どを
を推
配進
布す
る

ロ座
ーっ
カて
ウ手
ン続
タき
ーが
をで
設き
置る

●高齢者の見守り推進
●子どもと保護者の仲間づくり支援
●福祉健康まつりの開催
●子育て情報の発信
●「親子体操『ミミケロはっぴぃダンス！』」 ●地域福祉活性化への取り組み（ワー
クショップ・講座の開催など）
の普及

地域コミュニティー活性化推進 地域資源活用

1,855万円
﹁
テ
ィふ
バる
ルさ
﹂と
の交
実流
施フ
ェ
ス

環境まちづくり

1,357万円
教﹁
室親
﹂子
のサ
開ッ
催カ
ー
ド
リ
ー
ム

●音楽・スポーツイベントの開催
●市民活動団体の支援
●商店街との連携（物産展の開催など） ●区スポーツ資源辞典（仮称）の作成
●歴史や緑を活用したまちの魅力発
●大型集合住宅の住民組織形成支援
信
●武蔵小杉駅周辺の魅力発信

東日本大震災の経験を生かして迅速で的確な対応を図るため、防災
関連予算を588万円増額します。区災害対策本部室の装備資材の整備
や防災マップの作成するほか、関係機関と連携して地域の防災力を強
化します。
また、
中原区は子育て世代が多い区です。区内16カ所で開催する「子
育てサロン」の支援などを通じて、子どもと保護者の健康づくりや居場
所づくりを昨年度に引き続き推進します。
この他、武蔵小杉駅周辺地区の再開発の進展など、新たな魅力を発
信するとともに、地域の特性を生かしながらまちづくりを進めるための
方策を検討します。
a区役所企画課1744−3149、6744−3340

4月から区役所の組織が一部変わります
障害者支援に関する窓口が2階から3階に変わりますので、ご注意ください。
仕事の内容
電話
窓口
高齢者の福祉サービス・相談 744−3217
介護保険の資格・保険料 744−3258 3階t
高齢者支援課
高齢･障害課
744−3179
介護保険の認定・給付
6744−3345
保健福祉サービス課
障害者の福祉サービス・
744−3265 3階y
（障害者支援係）
相談

●窓口環境の改善
●外国語での庁舎案内
●職員研修の実施

その他

566万円

832万円

学環
ぶ境
﹁に
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コい
カて
フ楽
ェ
﹂し
く

区
民
提
案
の
交
流
事
業

●地域に根差した地球温暖化防止の
取り組み
●花植えによる潤いあるまちづくりの
推進

「防災」
「子育て」を重点的に

旧組織

区役所サービス向上

﹁
シ
ニ
ア
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
シ
ョ
ー
﹂

●区民提案の協働型事業の実
施など

中原市民館サークル連絡会に加盟して
中原市民館 いるサークルの人々が、
日ごろの学習成果
サークル祭 を発表します。当日、気軽にご来館ください。
演技
多目的 日本舞踊・楽器演奏・唱歌・詩吟・
発表 5月12日（日）10時〜16時 ホール 着付け・各種ダンス・太極拳など
5月10日（金）12時〜17時
ギャラリー・ 絵画・陶芸・絵手紙・書・和裁・
作品
11日（土）10時〜17時
2階各室 籐（とう）工芸など
展
12日（日）10時〜16時

体
験
教
室

q社交ダンス（フリーダンス）…10時半〜12時半、13時
半〜16時。視聴覚室。ダンスシューズはヒールカバー着用
5月11日（土）
w囲碁道場…10時〜17時。グループ室
e健康体操…13時〜15時。体育室。上履き持参
q囲碁道場…10時〜16時。グループ室
１階フロア
5月12日（日）wパステル画…12時〜15時。
１階フロア
e民族楽器（展示）…10時〜13時。
a中原市民館1433−7773、6430−0132

新組織

保健福祉サービス課
保育園入所申請など
744−3263 2階e
（児童･家庭支援係） 児童家庭課 児童扶養手当の申請など
6744−3343 母子健康手帳の交付
744−3279 2階w
子どもに関する相談など
こども支援室
こども支援室 子ども・子育てに関す
744−3239 2階q
6744−3196 る企画･調整など
a区役所総務課1744−3124、6744−3340

区版2面をご覧ください

◎お知らせ掲示板
◎｢地域福祉講座｣実施団体を募集
◎とどろきアリーナで気軽にスポーツを
◎｢一般健康相談｣の案内
◎平間スポーツレクリエーションクラブ
◎｢連載｣防災マメ知識①「災害時応急給水拠点」 活動日程

4月から
区内のコーヒーショップ協力店舗でマイカップを使用するともらえる
スタンプをためた人に、オリジナルエコ箸セットをプレゼントします。
4月から協力店が増え、スタンプの必要数も10個から5個に変わり、さ
らに参加しやすくなりました。詳細はお問い合わせください。
a区役所企画課1744−3149、6744−3340
【協力店】ベックスコーヒーショップ（武蔵小杉店、武蔵中原店）、
スターバ
ックスコーヒー（武蔵小杉北口店）、
ドトールコーヒーショップ（武蔵小杉店、
武蔵中原店、元住吉ブレーメン通り店、武蔵新城店、向河原店、元住吉東
口店、関東労災病院店、新丸子東口店）、エ プロント（武蔵小杉店、
ビーン
ズ武蔵中原店）、
タリーズコーヒー（武蔵小杉店、元住吉駅店）

小杉行政サービスコーナーを
ご利用ください 住民票･印鑑証明ほか
武蔵小杉駅
北口階段下

スタンプ5個で

「ロジーちゃんエコ箸セット」プレゼント

中原区版の紙面が横書きになりました・またカラー刷りの紙面は区版1面、2色刷りの面は区版2面になりました

「地域福祉講座」
実施団体を募集
区民が暮らしやすいまちになる
ように、地域福祉活動を活性化す
る事業やボランティアを養成する
事業（地域福祉講座）を実施する
団体を募集します。
対象 区内で福祉活動を行ってい
るか、開始する予定の団体
募集数 5団体
sa5月10日までに区役所で配布
中の申込用紙に、団体名、代表者
名、連絡先、活動計画などを記入

等々力陸上競技場の改築工事
4月から陸上競技場メーンスタ
ンドの改築工事を行います。工事
期間中は仮設園路を利用するな
ど、ご協力をお願いします。a建
設緑政局等々力緑地再編整備室1
200−2408、6200−3979

普通救命講習（乳幼児対象）
5月9日（木）13時半〜16時半。
中原消防署で。30人。小児や乳
児の心肺蘇生法や自動体外式除細
動器（AED）の操作方法などを学び

し直接、区役所地域保健福祉課1
744−3252、6744−3342。［選考］

「一般健康相談」の案内
保健所では診断
書が必要な人のた
めの健康診断を行
っています。毎月
q第1月曜、血液
検査なし：1,660
円程度、w第3月曜、血液検査あ
り：4,200円程度（5月6日、7月
15日、9月16日、11月4日は除く）。
各20人程度。7月と9月は第1月曜
に「血液検査あり」を実施します。
sa実施日の2カ月前の月の第1
金曜（休日の場合は第2金曜）か
ら直接か電話で区役所地域保健福
祉課 1 744−3261、 6 744−3342。
［先着順］
ます。sa4月23日から直接か電
話で中原消防署 1 411−0119、 6
411−0238。［先着順］
生涯学習プラザ「文化教室」受
講生募集
園芸、俳句、押し花、書道、オ
カリナ、写真、茶道、絵手紙の全
8教室。講座の詳細や申し込み方
法などはお問い合わせください。
a 生涯学習財団 1 733−6626、 6
733−6697。

市民健康の森
q4月20日（土）池の手入れ w4
月28日（日）竹林の手入れ e5月12
日（日）フリーマーケット、花苗植
え付け。いずれも9時に市民健康
の森入り口広場に集合。軍手とq
スポーツデーの案内

とどろきアリーナでは、月〜金曜の決まっ
た時間帯を「スポーツデー」とし、予約なし
で指定の種目をプレーできます（写真）。
料 金 18歳以上300円、18歳未満（高校生
を含む）150円。キッズコーナーは、
子どもと保護者１組150円
持ち物 用具（ラケット・ボールなど）と運動
着・室内靴
※スケジュールが変更となる場合がありますので、事前にお問い合わせください
曜日
月

火

時間
9：00〜12：00
10：00〜11：15
17：30〜21：00
10：00〜11：15
13：00〜16：30
10：00〜11：15

水
木
金

13：00〜16：30
17：30〜21：00
14：30〜15：45
10：00〜11：15
13：00〜16：30
17：30〜21：00

種目
バレーボール
シェイプアップヨガ
ソフトバレーボール
はじめてのエアロビクス
卓球（ラージボール可）
パドルテニス
リフレッシュ体操
小学生スポーツデー
キッズコーナー
バスケットボール
太極拳
シェイプアップエアロビクス
卓球（ラージボール可）
バドミントン（期間限定）

対象
小学生以上
中学生以上
小学生以上
中学生以上
小学生以上
中学生以上
小学生のみ
幼児と保護者
小学生以上
中学生以上
小学生以上

aとどろきアリーナ1798−5000、6798−5005

【新
連
区 民 載】
災害時応急給水拠点 議 結 会 議 の 審
果
近 な を 受 け 、身
災
災害により万一家庭の水道が出なくなった場合に の資器 害 対 策 用
材な
どを紹
備えて、区内に18カ所、給水拠点を設置しています。 介してい
きます
。
断水が起きた場合、市職員や地域の自主防災組
織が組み立て式の器具を取り付けて給水します。
区役所で配布中の地図などで、日ごろから近くの給水拠点の場所を複数
箇所確認しましょう
（市上下水道局ホームページでもご覧になれます）。
災害対策用給水装置格納庫

災害対策用給水装置

格納庫の中から給水装置を取り出し、組み立てる

大規模災害が発生した場合は、水が充分行き届かないことも想定されま
す。各家庭でも水の備蓄をお願いします（目安：1日1人3㍑×3日分＝9㍑）
。
a区役所危機管理担当1744−3141、6744−3346

は長靴持参。a中原区市民健康の
森を育てる会 16 788−6579。区
役所地域振興課 1 744−3324、 6
744−3346。
歩こう会
5月12日（日）。宿河原駅に7時集
合、7時半出発。10時ごろ現地解
散。宿河原駅〜東高根森林公園〜
津田山駅。約5㌔。当日直接。雨
天時は19日（日）。 a区役所地域振
興課 1 744−3323、 6 744−3346。
当日の問い合わせは6時半から区
役所守衛室1744−3192。

口の健康、栄養についての講話、
エクササイズなど。sa4月16日
から電話で。
［先着順］
生活習慣病予防相談
5月20日（月）、受付時間は10時
45分〜11時。区役所別館で。5人。
s 4 月 15日 か ら 直 接 か 電 話 で 。
［先着順］

フリーマーケット出店者募集
5月26日（日）10時〜15時。市民
プラザ屋内広場で。50店（業者不
区役所地域保健福祉課
可）。出店料1,500円。高校生以下
からのお知らせ
sa1744−3261、6744−3342
は保護者同伴。s4月20日（必着）
認知症高齢者を介護する家族
までに必要事項と参加人数、車の
のつどい
有無（1団体1台）、販売品目（食
4月23日〜26年3月25日の第4
品不可）も記入し往復ハガキで。
火曜（12月24日は除く）、13時半 ［抽選］
はじめての中国語講座
〜15時、全11回（途中からの参
加も可）。区役所別館で。認知症
5月8日〜6月26日の水曜、10
の高齢者を介護している家族が集
時〜11時半、全8回。市民プラザ
い、情報交換をします。事前申込
で。20人。10,000円（別途テキス
制。s開催日の前日までに直接か
ト代）。 s4月15日から直接。
［先
電話で。
着順］
講座「輝く50代60代のすてき
はじめてのアロマテラピー
5月9日〜23日の木曜、10時〜
エイジング」
12時、全3回。市民プラザで。18
5月8日〜29日の水曜、10時〜
11時半、全4回。区役所別館で。 歳以上、30人。4,000円。 s 4月
50〜69歳の15人。骨密度の測定、 15日から直接。［先着順］

平間スポーツレクリエーションクラブ活動日程
種目

日程

時間

場所

参加費
大人200円
中学生以下100円

卓球広場 4月20日（土）10：00〜12：00
平間小学校多目的教室
ヨガ教室 4月27日（土）10：00〜11：30

500円

※予約・用具不要(ただし、
ヨガマットは数に限りがあります)。飲み物は持参。運
動に適した服装でご参加ください。
「健康体操」では室内履き(スリッパ不可)を
ご持参ください
※5月以降の活動予定については、会場である小学校の新年度行事予定が分か
り次第決定しますので、4月中旬以降にお問い合わせください
a平間スポーツレクリエーションクラブ（滝口）1555−9140
区役所地域振興課1744−3323、6744−3346

