
小杉行政サービスコーナーをご利用ください。住民票･印鑑証明他　武蔵小杉駅北口階段下 ☎722-8685

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） 24 0,696万 人 12 0,452万 世帯

区版2面をご覧ください
◎健康づくり推進会議委員募集
◎講演会「見守り支えあえる地域をめざして」
◎防災マメ知識⑪
◎お知らせ掲示板

◎区役所地域保健福祉課からのお知らせ
◎春休みこども短期水泳教室
◎平間スポーツレクリエーションクラブ活動日程
◎ 中原老人福祉センター（中原いきいき
センター）受講者募集

なかはらメディアネットワーク
ケーブルテレビ

ラジオ

Web

地域新聞・季刊誌　区役所、市民館、図書館などの情報コーナーで配布

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）
月・火曜 21:55～22:00／土・日曜10:35～10:40

かわさきFM Enjoy ★ なかはら（79.1MHz）　
金曜11:00～11:30／（再放送）21:00～21:30

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

タウンニュース中原区版　毎週金曜発行

「2月2日～15日放送：かわさきボランティア・市民活動フェア他」「2
月16日～3月1日放送：In Unity2014のPR他」

かわさきスポーツパートナーの試合情報などを掲載します

区内の音楽イベントについて紹介します

　2月は音楽イベントを中心に中原区の魅力を届けます。

2/21は反町In Unity実
行委員長が出演

区役所企画課☎744-3149、 744-3340

　「In Unity」は、つながり・協力
などを意味する言葉で、区に関わ
りのあるアマチュアミュージシャ
ンなどが日ごろの活動成果を発表
し、音楽を通じてさまざまな人が
交流することを目的に開催してい
ます。
日時　3月2日（日）13時～19時15分
（開場12時半）
場所　総合福祉センター（エポッ
クなかはら）

「I U it 」は つながり 協力

区民手作りの区民手作りの
音楽イベント音楽イベント 15周年を迎えて15周年を迎えて

　今回の開催で
15周年となる I n 
Unity。開催当初
から携わっている
反町充宏実行委員
長（写真）は「当初はボランティア
スタッフ、出演者ともに少ない状
況でしたが、今ではたくさんのボ
ランティアスタッフが集まり、出
演者も選考している状況です。こ
れまでの経験でスタッフも成長

し、私もいろいろと助けてもらい
感謝しています」と話してくれま
した。
　さらに「今回は特別企画として
市民参加のゴッパチ!!コーラス隊
が生バンドの演奏とともに歌い上
げます。まさに15周年にふさわし
いパフォーマンスになっているの
で、ぜひご覧ください」と意気込
みも語ってくれました。

　元住吉駅前でイベントをPRする
ミニライブを行います。

日時　2月15日（土）13時～15時
場所　元住吉駅改札前

　区では、区役所など身近な場で
本格的な音楽を楽しめる「区役所
コンサート」を開催したり青少年
の健全育成と音楽によるまちづく
りのために「青少年吹奏楽コンサー
ト」なども開催したりしています。
詳細はお問い合わせください。
区役所地域振興課☎744-3324

（区役所コンサート）、☎744-3161
（青少年吹奏楽コンサート）

期間　2月10日～3月1日（日曜・祝日は除く）の土曜、9時～12時。平日
の相談時間などの詳細は、2月7日（金）に発送する選考結果通知をご覧く
ださい
場所　区役所児童家庭課2階3番窓口
対象　26年度入所申し込みで不承諾となった人
内容　保育所入所や認可外保育施設（川崎認定保育園など）の相談・案内。
相談時間は約30分

2月10日から（土曜を希望する場合は前日の17時までに）電話で区
役所児童家庭課☎744-3284。※予約がない人の相談は、受けられませ
ん。状況により、お待ちいただく場合があります

　保護者が就労･病気･冠婚葬祭などで、子どもを家庭で保育できない
場合、週3回以内に限り代わって保育する一時保育の説明会を行います。

26年度 一時保育説明会26年度 一時保育説明会

In Unity2014 PRイベントIn Unity2014 PRイベント

音楽を身近に楽しもう音楽を身近に楽しもう

区役所企画課☎744-3149、 744-3340

26年度保育所入所不承諾の人への時間外相談（予約制）26年度保育所入所不承諾の人への時間外相談（予約制）

In Unity2014出演者

ミュージシャン ダンスチーム
NTTおやじバン
ドほちきす

キャンディキッズ
KSG23

Gorolion Shamy
紗羅withH''cups 創作ダンスユニ

ット D.M.CSoul Coff ee
Traffi  c colors Pape Ora
パーカッション
アンサンブル
にまるく

PARVANE
森田sisters
Rainbow5

Puca ゴッパチ!!
コーラス隊も
出演します

MAINAO
和太鼓祇園
※50音順。出演者は変更になる場
合があります

　「なかはらメディアネットワーク」参加メディアの紹介パネルや区制40周年
を記念して発刊した写真集の作品、「なかはらフォトコンテスト」の入選作品の
展示の他、日替わりで講演会やクラフト教室などのイベントを行います。
日時　2月28日～3月6日。※3月2日（日）を除く
場所　中原図書館多目的室
詳細は2月18日から区役所、図書館などで配布するチラシか区ホームペー
ジをご覧ください

　3月から区ホームページの新着情報などを配信します。登録方法など詳
細は区ホームページをご覧ください。

期間限定｢なかはら情報発信スポット｣期間限定｢なかはら情報発信スポット｣

メールで区の情報を配信します　　メールで区の情報を配信します　　

場所 日にち 開始時間 連絡先 締め切り日
❶ 南平間保育園

2月22日（土） 13時
☎511-0010

2月14日（金）
17時

❷ 長幼会玉川保育園 ☎555-1778
❸ 長寿保育園 14時 ☎777-5403
❹ 多摩保育園

3月1日（土） 10時
☎411-1122 2月28日（金）

12時❺ すみれ保育園 ☎430-5544
❻ 木月保育園 13時 ☎433-1958 当日直接
※❶❸❻は10カ月以上❷❹❺は6カ月以上。いずれも定員なし

締め切り日までに各保育園へ電話で（❻のみ当日直接。12時45分から受
け付け）。こども本部保育課☎200-2662、 200-3933

　15周年を迎える、川崎最強！音楽とダンスの祭典「In Unity（インユニティ）2014」が開催されます。
区役所地域振興課☎744-3324、 744-3346 区民から募集した「ゴッパチ!!コーラス隊」

祝祝1515周年周年
開催
3 2日

区の魅力を発信



◆春休み子ども短期水泳教室

◆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

※いずれも市民プラザプールで
2月23日10時から参加費を持参し、直接市民プラザ体育施設☎857-8818、

866-0382。［先着順］   

※予約・用具不要（ただし、ヨガマットは数に限りがあります）。飲み物は各自持
参。運動に適した服装で。「健康体操」は室内履き（スリッパ不可）を持参
平間スポーツレクリエーションクラブ（滝口）☎555-9140。区役所地域振興課

☎744-3323、 744-3346 

※いずれも60歳以上
2月25日までにハガキを持参し直接、中原老人福祉センター☎777-6000、

777-2833。［抽選］

11 自動体外式除細動器（自動体外式除細動器（AED）についてAED）について

区役所危機管理担当☎744-3141、 744-3346

　AEDは、心臓がけいれんし、心室細動（血液
を流すポンプ機能を失った状態）になったとき
に、電気ショックを与え、正常なリズムに戻す
ための医療機器です。電源を入れ、音声に従っ
て操作するため誰でも使用することができま
す。区内でも、公共性が高く多くの人が出入り
する場所などに設置されています。
　救急車が現場に到着するまでの間、心肺蘇生
とともにAEDの使用について、現場に居合わせ
た皆さんのご協力をお願いします。

区
の
お知らせ掲示板お知らせ掲示板
申し込み方法は市版5面参照

 ビバシニア支援講演会「人生、
いつでもいつからでもスタート」

　自分らしいシニアライフの過ご
し方を考えます。2月19日（水）14時
～16時（開場13時半）。中原市民館
で。当日先着55人。 中原市民館
☎433-7773、 430-0132。
中原市民館生涯学習交流集会　
　中原市民館と協働で実施した学
級などの実施報告と交流会。3月
8日（土）13時半～16時半（開場13時）。
中原市民館で。当日先着40人。
中原市民館☎433-7773、 430-
0132。
市民健康の森

　❶2月16日（日）シイタケ菌の植
え付け❷3月9日（日）池・小川の手
入れ。いずれも9時に市民健康の
森入り口広場集合。❶軍手❷軍
手、長靴持参。雨天中止。 中原
区市民健康の森を育てる会☎788-
6579。区役所地域振興課☎744-
3324、 744-3346。

おいしいコーヒーの入れ方教室
　コーヒーショップ店員から、
おいしいコーヒーの入れ方を
学びます。3月20日（木）14時～16
時。SHIBACOFFEEで（新丸子東
1-826）。10人。1,000円。 2月
25日（必着）までに往復ハガキで
〒211-8570中原区役所地域振興課☎
744-3160、 744-3346。［抽選］
子育てグループ知りたいな

　区内で活動している子育てグ
ループを紹介します。遊びのコー
ナーも。2月28日（金）10時～11時
半。区役所5階会議室で。 中原
区社会福祉協議会☎722-5500、
711-1260。区役所こども支援室☎
744-3239、 744-3196
ジュニアテニスレッスン
　小・中学生向けテニス教室。貸し
ラケットもあります。3月26日（水）
～28日（金）。Aコース（初心者）9時
～10時半、Bコース（初心者）11時
～12時半、Cコース（初級者）13時
半～15時。いずれも全3回。各コー
ス40人。各3,200円。 3月6日（必
着）までに往復ハガキに学年と貸
しラケットの有無も記入し〒211-
0052等々力1-3とどろきアリーナ☎

798-5000、 798-5005。［抽選］
「てづくり市」
　世界に一つだけの作品を探しに
来ませんか。2月16日（日）10時～15
時。市民プラザで。 市民プラザ
☎888-3131、 888-3138。
「趣味の教室」発表会
　各教室の作品展示、実技発表、
お茶会、体験講習、作品販売など。
3月1日（土）、2日（日）、10時～16時。
市民プラザで。 市民プラザ☎
888-3131、 888-3138。

区役所地域保健福祉課区役所地域保健福祉課
からのお知らせからのお知らせ
☎744-3261、 744-3342

歯と口の講演会　　　　　　　
　日ごろからの歯と口の健康づく
りと災害時の備えについて。3月
6日（木）14時～15時半。区役所5階

会議室で。70人。 2月17日から
直接か電話で。［先着順］
失敗しない禁煙のために

　禁煙方法やたばこによる健康へ
の影響などの講演会。2月21日（金）
19時半～20時半（開場19時）。区役
所5階会議室で。当日先着80人。
健康講座

　糖尿病の早期発見と進行予防を
学ぶ講座。2月20日（木）13時半～15
時。区役所5階会議室で。30人。
2月17日から直接、電話、FAX

で。［先着順］
生活習慣病予防・禁煙相談　　

　3月3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。 2
月17日から直接か電話で。［先着
順］

　高齢者虐待防止のため、一人一
人ができることを学ぶ講演会です。
日時　3月12日（水）13時半～15時半
場所　区役所5階会議室
定員　100人

2月17日から直接、電話、ファ
クス（講座名・住所・氏名・電話番号
を記入）で区役所高齢・障害課☎
744-3217、 744-3345。［先着順］

　健康づくり運動の推進や地域の
健康課題を協議する委員の募集。
応募資格・募集人数…区内在住1
年以上で20歳以上（市付属機関の
委員と市職員を除く）2人。任期
…6月1日から2年間。 2月28
日（消印有効）までに住所、氏名、
電話番号、生年月日、主な職歴、
ボランティア経験、応募理由を
記入し「健康診断の受診率を上げ
るために私たちにできること」を
テーマにした800字程度の小論文

講　演　会
見守り支えあえる見守り支えあえる
地域をめざして地域をめざして

（書式自由）を添えて直接か郵送で
〒211-8570中原区役所地域保健福祉
課☎744-3261、 744-3342。［選考］
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日にち 時間 参加費 対象
1期 3月21日（祝）～23日（日）

7時45分～
8時45分

3,000円 4月2日現在小学1年
～6年生の80人2期 26日（水）～28日（金）

3期 29日（土）、30日（日）
2,000円 4月2日現在3歳～就

学前の子ども40人4期 4月2日（水）、3日（木）
5期 5日（土）、6日（日）

種目 日程 時間 場所 参加費

卓球広場 2月15日（土） 10時～12時

平間小学校
多目的教室

高校生以上200円
中学生以下100円

ヨガ教室 2月22日（土）
10時～11時半 500円健康体操 3月1日（土）

ヨガ教室 3月8日（土）

卓球広場 15日（土） 10時～12時 高校生以上200円
中学生以下100円

中原老人福祉センター（中原いきいきセンター）
受 講 者 募 集

教室名 日程 時間 定員 料金
太極拳

4月10日～
11月28日

（8月を除く）

第2・4月曜

10時～12時

20人 無料

フラワー
アレンジメント 第1・3火曜 各

15人

各回
700円

絵手紙 第2・4水曜 1,500円

男性の健身気功 第2・4木曜 10時～11時半 各
20人

20円

デジカメ入門 第1・3木曜

13時半
～15時半

無料

楽しく
歌いましょう 第2・4木曜 30人 840円

ゆらゆら体操 第2・4金曜 18人

無料フォークダンス 第1・3金曜
10時～12時

20人

健康ヨガ
第2・4金曜

18人

フラダンス 13時半～15時 20人 650円

鎌倉彫
4月1日～
27年3月31日

第1・3月曜

10時～12時 各
25人

教材費
実費手芸 第1・3火曜

盆栽 第2・4火曜

らくらく健康体操 4月8日～
27年2月16日

月曜 13時半
～15時半 25人

無料
いきいき元気体操 火曜 10時～12時 35人

男性の料理 4月17日～
8月27日

第4水曜
10時～13時 各

10人
各

2,500円元気になる料理 第3木曜

健康づくり推進会議
委員募集


