「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 8,777人

11 万 9,820 世帯

お間違えのないように

は全てお客様あってのものです。
当日はぜひご来場ください」と話
してくれました。

▲

イベント実施に向けて

説商
明店
を街
受の
け役
ま員
しか
たら

今後は11月に行われる予定の
にぎわい物産展に向け、具体的な
企画を検討していきます。

昨年はにぎわい物産展と同時開催で
コンサートも行いました

▲現状を知るために商店街を見学
▲イベントの見学も

区内の商店街では、地域の交流の場として、さまざまな取り組
みを行っています。a区役所地域振興課1744−3160、6744−3346。

商店街と連携した
まちづくり
区では商店街と連携し、地域の
まちづくりを進めるため、商店街
で物産品の販売やイベントなどを
行う「にぎわい物産展」の他、各
店舗での体験教室などの事業を実
施しています。

大学生が
イベントを企画
ことしは新たな取り組みとし

区民祭出店者募集
11月10日（日）に等々力緑地で区
民祭を開催します。区では祭りの
［講座］子ども大好き
出店者を募集します。
私も大好きこの街大好き
対象 区内の公益団体か、区民祭
実行委員会が認めた団体
sa 8月19日（消印有効）までに
普通救命講習
区役所で配布中の申込書を直接か
郵送で〒211−8570中原区役所区民

て、専修大学のインターンシップ
生の企画・運営によるにぎわい物
産展を開催します。
6月には、学生が商店街を実際
に歩き、商店街の現状を学びまし
た。参加者から「見学したモトス
ミ・ブレーメン通り商店街は、色
や店の看板などが統一されていて
見た目も工夫されていた」「一店
一エコ運動という、気軽に参加で
きる方法でエコに取り組んでいる
ところが良いと感じた」などの意
見が出されました。
祭実行委員会出店展示部会（区民
課）1 744−3170、 6 744−3340。
［選考］

［講座］
［講座
講座］子ども大好き
子ども大好
大好き
私も大好きこの街大好き
私も大好
大好きこの街大好
街大好き
子育て中の保護者同士が共に学
び共感し合える連続講座です。
普通救命講習
日時 9月13日〜12月6日の金曜
（9月27日、11月1日を除く）、10

子どもと自由に参加できる子育てサロンやママカフェなど、
ボランティア
による地域における子育て応援の輪が広がっています。子育ての現状を学び、
身近な子育て支援を考えてみませんか。詳細はお問い合わせください。
日時 9月19日〜10月24日の木曜、10時〜12時、全6回。
場所 かわさき市民活動センター（新丸子東3−1100−12）
定員 30人
内容 子育てに関する講演や子育て支援活動紹介など
sa8月15日9時から直接か電話でかわさき市民活動セ
［先着順］
ンター1430−5566、6430−5577。
楽しく子育て支援が
a区役所こども支援室1744−3239、6744−3196
学べます
区版2面をご覧ください

◎中原老人福祉センター
（中原いきいきセンター）からのお知らせ
◎「連載」区民会議発 防災マメ知識t

◎困った時は区役所相談窓口へ
◎お知らせ掲示板
◎平間スポーツレクリエーションクラブ活動日程
◎とどろきアリーナ「第2期スポーツ教室」

この取り組みについて、中原区
商店街連合会尾澤良
二会長（写真）は「若
者の斬新なアイデア
と実行力に大いに期
待しています。企画

人 気 店で

自転車
も

マナーを守って
楽しく買い物

「自転車等放置禁止区域」に放置
された自転車などは、即時撤去の
対象となります。
スーパーやコンビニ前の路上に、
買い物のため自転車を止めた場合
でも、自転車がすぐに移動できな
い状態であれば「放置自転車」とし
て撤去の対象となります。わずか
な時間でも
駐輪場を利
用するよう
に心掛けま
しょう。
a区役所道路公園センター1788−
2311、6788−1106

区では、区商店街連合会と連携し
て各種講座・教室を開催しています。

q写真講座
写真講座（写真撮影の基礎から構図などを分かりやすく説明します）
日時 8月31日（土）13時半〜15時
場所 イダカフェ
（井田中ノ町33−9）
講師 伊奈英次（東京総合写真専門学校校長）
定員 20人

w健康
健康を考えた料理教室
料理教室（栄養バランスを考えた料理を作ります）
w健康を考えた料理教室
日時 9月4日（水）14時〜16時
費用 800円
定員 15人

場所 粥菜坊（今井南町391）

教室
eフラワーアレンジメント教室
日時 9月28日（土）14時〜16時
場所 カークリーナーオオタニ（上平間1700−１）
費用 1,000円
定員 10人
saいずれも8月15日から電話か住所、氏名、電話番号、講座名を記入し

プ
ロ
の
技
を
体
験

［先着順］
ファクスで区役所地域振興課1744−3160、6744−3346。

［講座］子ども大好き
私も大好きこの街大好き
日時
9月10日（火）13時半〜16時半

時〜12時、全11回
場所 中原消防署
場所 区役所5階会議室
定員 30人
対象 ①2〜3歳の子どもがいる
sa8月27日から直接か電話で中
保護者16人（保育あり、保険料
普通救命講習
6411−0238。
原消防署1411−0119、
385円）②関心のある9人
sa8月26日（消印有効）までに往 ［先着順］
復ハガキに住所、氏名、電話番号、
区民会議を開催します
①は子どもの氏名（ふりがな）
、性
今回の検討テーマは「子育て家
別、生年月日、保育の有無も記入
［講座］子ども大好き
庭と地域をつなぐ人と場づくり」。
し〒211−0004新丸子東3−1100−12中原
私も大好きこの街大好き
市民館1433−7773、6430−0132。 課題の解決に向けて議論します。
日時 8月29日（木）15時〜17時
［抽選］
場所 区役所5階会議室
普通救命講習
（開場14時半）
傍聴 当日先着50人
a
1
区役所企画課 744−3149、6
自動体外式除細動器（AED）の操
744−3340
作方法などを学びます。
a区役所選挙管理委員会

変わります大戸地区の衆議院の選挙区 1744−3128、6744−3340
衆議院の小選挙区割りが改正され、
大戸地区が「神奈川第10区」から「神
奈川第18区」
（高津区・宮前区）に編
入されました。衆議院選挙以外の
変更はありません。

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

第18区に編入される区域
上小田中1〜7丁目、上新城1〜2
丁目、下小田中1〜6丁目、下新城1
〜3丁目、新城、新城1〜5丁目、新
城中町、宮内1〜4丁目

武蔵小杉駅北口階段下 1722−8685

困ったときは 区役所相談窓口へ a区役所地域振興課 1744−3153
6744−3346
下記の相談内容について専門の相談員が応じています。
相談名
相談内容
日 時
市民の相談の総合的な案
市民相談
月〜金曜8時半〜17時
内
不動産、金銭トラブル、相
続、親族などの問題
弁護士交通 交通事故の被害者などへ
の法律上の指導･助言
事故相談
（予約制1200−3939）
多重債務･保証人問題
クレジット･
などの整理･返済
サラ金相談
（予約制1200−3939）
法律相談※

相続、遺言、成年後見、
相続・遺言・ 不動産登記と手続き
成年後見相談 などの相談
（暮らしの 相続、遺言、成年後見、
身近な相談） 契約書ほか法的権利・義
務の書類の書き方など
労働相談
税務相談
宅地建物相談
住まいのリフォーム・
新築工事相談
シルバー人材・
いきいき相談
人権相談
行政相談

相談員
市職員

火曜9時半〜11時半
弁護士
第3火曜13時〜16時

第1木曜13時〜16時
司法書士
第3木曜13時〜16時

第2火曜13時〜16時

行政書士

加人数、車の有無（1台）、販売品
目（食品不可）も記入し〒213−0014
高津区新作１−19−１市民プラザ 1
888−3131、6888−3138。［抽選］
趣味の教室受講生募集
華道、茶道、着付け、手工芸、
美術、健康、コーラスなどの23
教室。有料。講座や申し込み方法
などの詳細はお問い合わせくださ
い。 sa 直接市民プラザ 1 888−
3131、6888−3138。［先着順］
生涯学習プラザ文化教室
俳句や書道などの8教室。有料。
活動日程や時間、内容など詳細は
お問い合わせください。sa9月
10日（必着）までに直接、ハガキ、
電話、FAXで〒211−0064今井南町
5 1 4 −1 生 涯 学 習 プ ラ ザ 1 7 3 3 −
6626、6733−6697。［抽選］

時間

場所

卓球広場 8月17日（土）10：00〜12：00
24日（土）
ヨガ教室
健康体操 9月7日（土）10：00〜11：30
14日（土）
ヨガ教室
卓球広場

21日（土）10：00〜12：00

中原老人福祉センター（中原いきいきセンター）
からのお知らせ

参加費
おとな200円
中学生以下100円
500円

平間小学校
多目的教室

●敬老のつどい
芸能人によるショーなどを行い
ます。粗品の進呈もあります。
日時 9月13日（金）13時〜15時
場所 中原老人福祉センター
対象 60歳以上の130人
s9月2日13時から直接、同セン
ター。［先着順］

●元気になる料理セミナー後期
日時 10月17日、11月21日、12
月19日、26年1月16日、2月20日
の木曜、10時〜13時、全5回。

場所 中原老人福祉センター
対象 60歳以上の10人
教材費 2,500円
s8月26日までに直接、同センタ
ー。［抽選］

●いきいき男性の料理セミナー
後期
日時 10月23日、11月13日、12
月11日、26年1月22日、2月26日
の水曜、10時〜13時、全5回。
場所 中原老人福祉センター
対象 60歳以上の男性10人
教材費 2,500円
s8月26日までに直接、同センタ
ー。［抽選］

除く）、10時〜12時（11月30日は
13時〜16時半）、全8回。中原市
sa1744−3261、6744−3342
民館他で。20人。 s8月24日（必
骨コツアップ料理教室
着）までに直接、ハガキ、電話、
［抽選］
9月27日（金）9時半〜12時半。 FAX、区ホームページで。
知っているようで知らない気
中原市民館料理室で。24人。材
候変動
料費500円程度。カルシウムたっ
9月29日、10月13日、27日、11月10
ぷりの食事のこつを学びます。s
8月19日から電話で。［先着順］
日、24日の日曜と11月30日（土）、14時
生活習慣病予防相談
〜16時半、全6回。中原市民館他で。
9月2日（月）10時45分〜11時。 25人。資料代など500円。s9月15日
区役所別館で。5人。禁煙に向け
（消印有効）までに往復ハガキ、電
区役所地域保健福祉課
［抽選］
てたばこ検査も受けられます。
からのお知らせ s 話、FAX、区ホームページで。
等々力緑地から都市公園を考
8月15日から直接か電話で。［先
える
着順］
10月5日、19日、11月9日、16
日、30日の土曜、13時半〜15時
半、全5回。中原市民館で（11月
日本語ボランティア入門研修
9日は等々力緑地）。25人。 s9
月10日10時から電話、FAX、区ホ
9月14日〜11月30日の土曜（10
月5日、26日、11月9日、23日を
ームページで。［先着順］

区役所地域保健福祉課
からのお知
からのお知らせ
お知らせ

◆とどろきアリーナ「第2期スポーツ教室」

◆平間スポーツレクリエーションクラブ活動日程
日程

総合防災訓練のお知らせ
8月31日（土）に区内2カ所（等々力緑地・井田中学校）の会場で、総合防災
訓練を実施します。見学は自由です。
（2面関連記事）

sa1777−6000、6777−2833

※法律相談は、弁護士が問題解決に向け法的助言をします。紛争相手との交渉、書類
の作成、審査など相談の対象にならないものもあります。また、希望者が多い場合は
相談が受けられないこともあります。詳細は区役所地域振興課（上記）までお問い合
わせください

種目

災害時には、隣近所や町内会・自治会の班などが
お互いに助け合うことが大切です。お住まいの地域
で自主防災組織を中心に、災害に備えた防災訓練を
行っていますので積極的に参加しましょう。
また、自主防災組織が行う防災訓練や防災知識の
啓発活動に対し、費用の一部を助成しています。助
成には条件があります。詳細はお問い合わせください。

a区役所危機管理担当1744−3141、6744−3346

働く人の労働条件、会社 月〜金曜8時半〜15時
専門相談員
での困りごと
（電話相談可1744−3156）
税理士
第4木曜13時〜16時
各種税金の計算、控除、申
税務
月･水･金曜10時〜12時、
告方法など
13時〜16時
相談員
宅建協会員
宅地建物の売買や契約など 第2火曜13時〜16時
家の新築、増･改築、修理
第3火曜9時〜12時
など
専門
高齢者の就業、社会参加、 第1・3・5月・水・金曜9時 相談員
生涯学習、健康づくりなど
〜12時、13時〜16時
人権に関する問題など
第2木曜13時〜16時 人権擁護委員
行政
国の行政機関などの業務
第2木曜13時〜16時 相談委員
に対する意見、要望

歩こう会
9月8日（日）日吉駅に7時集合、7
10時ごろ解散。
日吉駅〜
時半出発。
松の川緑道〜高田駅。約5㌔。当
日直接。雨天時は15日（日）。a区役
所地域振興課1744−3138、6744−
3346。当日の問い合わせは6時半
から区役所守衛室1744−3192。
フリーマーケット出店者募集
9月22日（日）10時〜15時。市民
プラザ屋内広場で。50店（業者不
可）。出店料1,500円。高校生以下
保護者同伴。sa8月22日（必着）
までに往復ハガキに必要事項と参

防災訓練の実施について
防災訓練の実施

おとな200円
中学生以下100円

ヨガ教室
28日（土）
健康体操 10月5日（土）10：00〜11：30
500円
12日（土）
ヨガ教室
※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）を持参してください
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
6744−3346
興課1744−3323、

教室名
日程
時間
定員
費用
q おとなから始めるバレエ 9月18日〜11月20日の水曜 13：00〜14：30
30人 8,300円
w 親子フィットネス
9月25日〜11月27日の水曜 15：00〜16：00
20組 7,500円
9月19日〜12月26日 A9：10〜10：40
e 室内テニスABC
の木曜（11月28日、12 B10：50〜12：20 各50人 13,400円
C13：00〜14：30
月5日は除く）
r ベビーマッサージ 9月27日〜10月25日の金曜 10：30〜11：45
10組 8,000円
A15：15〜16：00 20人
10月10日〜12月26
フットサル教室
B16：15〜17：15
各40人 8,300円
日の木曜（11月28日、
t
ABCD
C17：30〜18：30
12月5日は除く）
D19：00〜20：00 30人
※対象…qeは15歳以上（中学生を除く）w4〜6歳と保護者r生後2カ月〜立
つ前の子と保護者tＡは年長、
Ｂは小学1〜2年生、
Ｃは小学3〜6年生、
Ｄは中
学生以上の女性。wは保育あり。詳細はお問い合わせください。saq〜eは
8月28日rは9月4日tは9月19日（いずれも必着）までに往復ハガキに必要事
項と教室名（ＡＢＣＤある場合はいずれか１つ）、生年月日（小学生は学年）を記入
［抽選］
し〒211−0052等々力1−3とどろきアリーナ1798−5000、6798−5005。

