
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 1722－8685

お間違えのないように�

「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 9,796万� 人� 12 0,210万� 世帯�

◎なかはらの魅力発信講座�
◎ゴスペルコーラス隊メンバーを募集�
◎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�

◎区文化協会文化祭�
◎なかはら　まち探検�
◎防災マメ知識 u�
�

区版2面をご覧ください�

セアカゴケグモが区内でも発見
されました。このクモは攻撃性は
ありませんが、触るとかむことが
あります。プランターの底や室外
機の裏など、日光で暖まった物の
裏側や隙間などを好みます。駆除
は、家庭用殺虫剤を使う他、熱湯
をかける、靴で踏みつぶすなども
有効です。
発見した際は、

ご連絡ください。
a区役所衛生課
1744－3280、6744－3342

●特設会場で合同行政相談�
　国の行政全般と、相続・遺言・成
年後見相談など。10時～15時。と
どろきアリーナで。�
a区役所地域振興課1744－3153、
6744－3346

　ミュージカル曲を中心に演奏。みんなで楽しめるコン
サートです。�
日時　11月5日（火）12時10分～13時（開場11時半）�
場所　区役所5階会議室　※保育あり（要予約）�
出演　安彦佳津美トリオ�
a区役所地域振興課1744－3324、6744－3346

●第4回 なかはらフォトコンテスト�
　「もっと もっと知りたいなかはら」
をテーマに募集していた写真の展
示と一般投票を行います。中原の
魅力あふれる写真を見て、お気に
入りの作品に投票してください。
10時～15時。市民ミュージアムで。�
a区役所地域振興課1744－3324、
6744－3346

区民総区民総ぐるみスポーツ大会大会� 青少年吹奏楽青少年吹奏楽コンサート�

日時　11月10日（日）10時～15時。雨天決行�
場所　等々力緑地�
内容　地域の団体や学校などによる演奏、
各種パレード、模擬店など�
a区民祭実行委員会（区役所総務課内）
1744－3124、6744－3340

イベントを開催する皆さんへ�

　8月15日（木）、京都府福知山市の
花火会場で、多数の死傷者を出す
火災が発生しました。�
　この事故を踏まえ、納涼祭や夏
祭りなどの露店に対して、火気の
取り扱いなどについて巡回指導を
実施しています。�
　発電機、プロパンガスなど使用
の際には、周囲に十分な空間を確
保し、正しい取り扱いをお願いしま
す。�
a中原消防署予防課1411－0119、
6411－0238

日時　11月3日（祝）12時～16時半（開場11時半）�
場所　総合福祉センター（エポックなかはら）�
出演　西中原・中原・宮内・住吉・平間・玉川・
井田・今井中学校、川崎工科・住吉・法政大学
第二高等学校、大西学園中高等学校、橘高等
学校（演奏順）この他、区内11校有志による合
同演奏も�
ゲスト　神奈川フィルハーモニー管弦楽団�
（金管五重奏）�
a区役所地域振興課1744－3161、6744－3346

火災予防について� 食中毒予防について�
　町内会・自治会や保育園・学校
の祭りなどでの食中毒を予防する
ために、食品衛生の手引を作成し
ています。地域の皆さんが安心し
て楽しめるよう
に行事を安全に
行いましょう。�
a区役所衛生
課1744－3273、
6744－3342

区ホームペ
ージで閲覧
できます�

区民総ぐるみスポーツ大会� 青少年吹奏楽コンサート�

第126126回 区役所区役所コンサート�第126回 区役所コンサート�

なかはら“ゆめ”区民祭�

日時　10月20日（日）9時～14時ごろ。雨天中止�
場所　等々力緑地内催し物広場�
対象　小学生以下�
内容　子ども向けスポーツラリー（サッカーナイ
ン、ピッチングゲーム、アメフットゲーム）�
a区役所地域振興課1744－3138、6744－3346。�
※当日は6時半から区役所守衛室1744－3192

なかはら“ゆめ”区民祭区民祭�なかはら“ゆめ”区民祭�日�

日� 祝�

火�

さまざまな種目に挑戦�

多くの区民がパレードに参加�

　スポーツ大会大会やコンサートなど、さまざまなイベントが
開催開催されます。なかなかはらの秋を満喫満喫しませんかんか。�
　スポーツ大会やコンサートなど、さまざまなイベントが
開催されます。なかはらの秋を満喫しませんか。�

　開館25周年を記念して「食とアートと音楽」をテーマとしたイベントを11月9日（土）～10日（日）9時～17時に開催します。館内では、
食に関するアート作品の展示、
トークショー、ピアノコンサート、
中庭では、アート作品と屋台が並びます。詳細はホームページ
（　http://www.kawasaki-museum.jp/）
をご覧ください。�a市民ミュージアム1754－4500、
6754－4533

市民市民ミュージアム�開館開館2525周年記念周年記念フェスティバル�～食～食とアートと音楽音楽と～�

市民ミュージアム�開館25周年記念フェスティバル�～食とアートと音楽と～�

区内中高等学校の�
吹奏楽部が集結�

ボーカル・安彦佳津美�

　「10月8日～19日放送：関神社例大祭他」「10月20日～11月2日放送：
散策特集他」「11月3日～16日：コスギフェスタ他」�
※内容は第1・3日曜に更新します。�

　10月21日（月）に等々力陸上競技場で開催されるアメフット「富士通
フロンティアーズvs鹿島ディアーズ」を盛り上げます。�

　中原区の「現在・過去・未来」について放送します。�

なかはらメディアネットワーク�
10月はイベント情報中心に中原区の魅力を届けます。�

●タウンニュース　毎週金曜発行�
　　かわさきスポーツパートナーを中心にスポーツについて紹介します。�
●タマジン（秋号）「区民祭・コスギフェスタ特集」�
●ママとKidsの街歩き（秋号）ＳＵＵＭＯ住宅展示場コーナー�
　　家族と出掛けて楽しい場所を中心に紹介します。�

月・火曜21:55～22:00／土・日曜10:35～10:40

金曜11:00～11:30／（再放送）21:00～21:30

イッツコムチャンネル なかはらスマイル（地デジ11ch、デジアナ9ch）�

かわさきＦＭ　Enjoy ★ なかはら（79.1MHz）　�

k-press 中原区ニュース（    http://nakaharanews.net/）　�

ケーブルテレビ�

ラジオ�

Web

地域情報紙・季刊誌� 区役所、市民館、図書館などの情報コーナーで配布�

a区役所企画課1744－3149、6744－3340

パーソナリティ�
の丸山さん�

絶対に触らないで

セアカゴケグモに�
ご注意ください�
セアカゴケグモに�
ご注意ください�

こどもの体力向上推進事業�
体操･トランポリン教室�

ＳＵＵＭＯ武蔵小杉住宅展示場の
協力により展示場内敷地（今井上
町55－10）で開催します。
日時 10月26日（土）10時～11時半、
14時～15時半
対象 小学生、各回当日先着30人
講師 日本体育大学体操部、 橋
和馬（トランポリン都道府県対抗
選手権大会優勝者）他
※各回30分前から整理券を配布
します
aとどろきアリーナ1798－5000、
6798－5005



年末たすけあい運動「見舞金」
申請のお知らせ
年末たすけあい募金に寄せられ

た寄付金を在宅の障害者のいる世
帯などへ配布。要件・審査などあ
り。詳細はお問い合わせください。
sa10月31日（消印有効）までに
中原区社会福祉協議会で配布中の
申請書と証明書の写しを直接か郵
送で〒211－0067今井上町34中原区
社会福祉協議会1722－5500、6

711－1260。

市民健康の森
q10月20日（日）下草刈りw11月

10日（日）どんぐり工作会。9時に
市民健康の森入り口広場に集合。

軍手持参。雨天中止。a中原区市
民健康の森を育てる会16788－
6579。区役所地域振興課1744－
3324、6744－3346。
歩こう会
11月10日（日）向河原駅に7時集

合、7時半出発。10時ごろ現地解
散。向河原駅～新丸子駅～等々力
緑地。約5㌔。雨天中止。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1 744－
3192。
市民自主企画事業「柔道事故
を防ぐために」
11月25日（月）13時半～16時半。

中原市民館で。50人。実例を交
えながら事故を防ぐ方法について
学びます。sa10月25日10時か
ら電話かFAXで必要事項を中原市
民館1433－7773、6430－0132。
［先着順］。
※区ホームページからも申し込め

ます
地産地消体験バスツアー

q10月29日（火）w11月5日（火）、8
時45分稲毛公園（川崎区宮本町7）
に集合（受け付け8時半）。17時
ごろ解散。川崎・幸・中原区在住
の各日20組40人（1人での応募
可）。1,000円。昼食持参。麻生区
黒川の大型農産物直売所「セレサ
モス」や明治大学黒川農場（写真）
などを巡ります。sa10月17日
（必着）までに往復ハガキに必要事
項と希望日、人数（2人まで）を記
入し〒213－0015高津区梶ケ谷2－1－7
農業振興センター1860－2462、
6860－2464。［抽選］

ミュージカル「白雪姫」
12月14日（土）q10時半w14時

（いずれも開場は30分前）。市民プ
ラザふるさと劇場で。各474人。
各2,500円（3歳未満無料）。全席指
定。児童演劇を専門とする劇団東
少によるミュージカル。sa10

月15日から直接か電話で市民プ
ラザ1888－3131、6888－3138。
［先着順］
いきいき健康フェア
11月14日（木）10時～12時。中原

老人福祉センター（中原いきいき
センター）で。60歳以上。いつま
でも元気に過ごせるよう、介護予
防に関する講話と運動を行いま
す。a中原老人福祉センター1

777－6000、6777－2833。
は～ぁと祭り
10月19日（土）10時～14時。中央

療育センターで。療育体験、物販、
ステージ企画、ゲーム、地域の情
報コーナーなど。a中央療育セン
ター1754－4559、6788－9263。

腰・膝痛を防いで介護予防
10月30日（水）14時～15時半。区

役所5階会議室で。60歳以上の80
人。介護予防の講話とパンジー体
操など。s10月15日から直接か
電話で。［先着順］
生活習慣病予防相談・禁煙相談
11月18日（月）10時45分～11時。

区役所別館で。5人。禁煙に向け
て、たばこ検査も受けられます。
s10月15日から直接か電話で。
［先着順］

sa1744－3261、6744－3342

区役所地域保健福祉課区役所地域保健福祉課�
からのお知お知らせ�

区役所地域保健福祉課�
からのお知らせ�

a区役所危機管理担当1744－3141、6744－3346

備蓄品備蓄品･非常持非常持ち出し品～食料品～食料･水編～水編～�備蓄品･非常持ち出し品～食料･水編～�

　大規模な災害が発生し、食料や飲料水が手に入らない状況になった場合、

広域的な救援が到着するまでに3日以上かかるといわれています。その間、

家庭において自力で生活するために、少なくとも3日分以上の食料や飲料

水（生活用水）を日ごろから用意しておきましょう。�

●調理の必要がなく、水などが無くても食べられるもの（レトルト食品や缶

詰めなど）を備蓄するようにしましょう�

●長期間保存可能な食品を買い置きし、賞味期限をチェックしながら、日常

の食生活で利用し、常に備蓄があるようにしましょう（サイクル保存）�

食　料�

水�

●飲料水は1人1日3㍑必要といわれ

ています。3日分＝9㍑以上の確保

に努めましょう�

●生活用水や消火用水も必要です。

また、浴槽に水をため置きしたり、ペットボトルに水を用意したりするなど

の対応も重要です�

日程� 時間�種目� 場所� 参加費�

※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。※11月以降の予定は、会場である小学
校の開放日程が確定してからになりますので、直接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

◆総合型地域スポーツクラブ 平間スポーツレクリエーションクラブ活動日程�

ヨガ教室�10月26日（土）�10：00～11：30 500円�平間小学校�
多目的教室�

区文化協会文化祭区文化協会文化祭�区文化協会文化祭�

なかはら まち探検�
～こどもと行こう！体験ツアー～�

まち歩きの他、商店街やまちの
仕事の体験をします。
日時 11月17日と12月1日の日
曜、10時～12時、全2回
場所 区内の商店街、図書館など
対象 小学1～3年生と保護者15
組30人（大人のみの参加も可）
sa10月16日から電話で区役所
地域振興課1744－3324、6744－
3346。［先着順］

中原街道など区の歴史を学び、
中原街道散策と七福神めぐりをし
ます。地域の魅力を発信できる人
を目指しませんか。
日程 q11月25日w12月9日e26
年1月27日r2月24日の月曜、全
4回（講義…qr13時半～15時半、
まち歩き…w10時～12時e10時
～15時、荒天中止）
場所 中原区役所他
定員 全回参加できる30人
sa11月8日（必着）までに往復
ハガキに住所、氏名、年齢、電話

番号を記入し〒211－8570中原区役
所地域振興課1 744－3324、6

744－3346。［抽選］

など）
sa10月15日から区役所などで
配布中の応募用紙に必要書類を添
えて直接か郵送で〒211－8570中原
区役所地域振興課内「InUnity2014
実行委員会」1744－3324、6744－
3346。［先着順］。※ホームページ
からも応募できます。 http://www.
inunity.jp

26年3月2日（日）に開催する区
民手作りの音楽イベント「InUnity
（インユニティ）2014」で歌うゴス
ペルコーラス隊（写真右）のメン
バーを募集します。
資格 小学生以上で、全ての練習
と本番に参加できる、原則区内在
住･在勤･在学の人※練習日…12月
15日（日）、26年１月19日（日）、2月

11日（祝）、23日（日）、全4回
定員 100人
参加費 3,000円（衣装代、保険料

メンバーを募集�

◎芸能･茶会･展示の部…10月
26日（土）～27日（日）、10時～16
時半。ギャラリー展は30日（水）
まで。中原市民
館で。茶会の部
のみお菓子代
300円。
◎菊花展…10月26日～11月14
日、9時～15時。等々力緑地で。
11月3日（祝）に審査会を実施。
a中原市民館1433－7773、6

430－0132


