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新年、明けましておめでとうございます。皆さまにとって良い1年になりますように。今年もよろしくお願いします。

　「知ってほしい風景」「まちづくり活動」をテー
マに撮影された写真を公開します。あなたがい
ままで知らなかった「宮前区」が、きっと見つか
るはずです。
日時　２月１２日㈮～１７日㈬１０時～１７時（２月
１５日㈪を除く）
会場　宮前市民館２階ギャラリー
主催　宮前区まちづくり協議会・宮前区役所

第１０回フォトコンテスト展示会

みやまえ区民会議、全力活動中！

みやまえロビーコンサート
＊～初春に聴く箏とピアノのアンサンブル～＊
第265回

日時　１月2６日㈫１２時５分～
場所　区役所2階ロビー
出演　箏

そうけんいちこ

鍵一子[新
あ ら い

井敦
あ つ こ

子（箏）＆
馬
ば ば

場一
かずたか

峰（ピアノ）]
曲目　サクラサクラ、上を向いて歩
こう、くるみ割り人形より
区役所地域振興課

☎856-3134、 856-3280

区役所地域振興課（区まちづく
り協議会事務局）☎856-3125、
856-3280 新井敦子 馬場一峰

　バス停から歩いて行ける魅力スポットをスマートフォンな
どで紹介する取り組み。バス停に貼られたステッカーの二
次元コードを読み取るだけで、詳しい道案内の他、目的地
の詳細な情報、帰りの時刻表検索などができます。
　区民会議では実際に歩いてスポットを巡り、これはぜひ
皆さんにお勧めしたい！というものを厳選しました。3月まで
に6カ所のバス停に設置します。今後も増やしていきたいと
考えています。

募集人数　４人	 任期　４月～30年３月　会議回数　全体会は年４回、他専門部会が年数回あります
応募資格　20歳以上で区内在住･在勤･在学が１年以上か区内で地域活動を行っている人（４月１日現在）。
※市職員と市付属機関などの公募委員は応募できません
応募方法　２月５日（必着）までに、住所、氏名、電話番号、生年月日、性別、職業または学年、地域活動
経験、応募理由を記入したものに小論文（テーマ：「宮前区区民会議の委員として私が取り組みたいこと～こ
れまでの区民会議の取組を踏まえて～」、1,200字程度、書式自由）を添えて直接か郵送で〒216-8570宮
前区役所企画課☎856-3133、 856-3119。［選考］。選考結果は３月中旬に応募者全員に通知します

第6期委員を募集します

川畑武敏さん
（誰もがくらしやすい
まちをめざす部会長）

　不安なく生活できるまちを目指
して、小学校区内の自治会、福祉
施設、教育機関、医療機関などが
集まって連絡会を立ち上げました。
困ったこともすぐに相談できる、い
つでも誰かが見守ってくれる地域社
会を目指します。

関係機関が一体となって
地域を見守ります

　宮前区区民会議は、地域で活動をする20人が集まり、まちの課題解決に向けた審議
や調査の他、さまざまな活動をしています。第5期2年目のことしは、区民の皆さんも
参加したり、試したりできる取り組みをたくさん行っています。
区役所企画課☎856-3133、 856-3119

宮前区自主防災組織連絡協議会
からの推薦で、区民会議委員
2年目の川田和子副委員長

青柳和美さん
（みやまえ魅力探訪部会長）

地域のさまざまな魅力を、フレームに収めました

第
9
回
優
秀
賞
作
品

わ た し た ち の 取 り 組 み ❶
みやまえ魅力スポット寄ってこ！ガイド

　ちょっと相談したいことがあっ
ても、役所の窓口や専門の施設
だと緊張していけない…。そん
なことから、大切なサインを見
落としているかもしれません。地
域包括支援センターと協力して、
気軽に入れるレストランなどに相
談スポットを設置する取り組みを
試験的にはじめます。このカード
が目印！

レストランにて配布中
裏には地域包括支援センターの連絡先も

わ た し た ち の 取 り 組 み ❹
レストランを地域の居場所に

わ た し た ち の 取 り 組 み ❸
稗原ゆ～ず連絡会とコミュニティカフェ

私は第5期から委員
になりました。自分
たちが話し合ったこ
とで、地域の人た
ちに貢献できること
が、何よりもうれし
いです。ぜひ参加し
てください！

私たちは「いつまでも住み慣れた
地域で安心してくらせるまち」を目
指し、積極的にまちに出向き、誰
でも気軽に相談できてくつろげる
「居場所づくり」に向け調査をしま
した。そして、試験的に２つの「地
域の居場所」をつくりました。

皆さんも区民会議で、このまちを、もっとよくしませんか？

私たちは全員、このまちが大好きです。だから皆さ
んにももっと好きになってもらいたい。そんな気持
ちを、形にしてみました。近くに寄ったら、アクセ
スしてみてください。新しい発見があるかも？

わ た し た ち の 取 り 組 み ❷
みやまえハテナノタネ・自由研究のMe！
　まちにはとても素晴らしい活動をしている人がたくさんいま
す。その活動を知り、その人たちと触れ合うことは、子どもた
ちの教育や、世代を超えた関係づくりにとても役立ちます。そ
れを実現できるよう、自由研究にも使える楽しい教材をつくりま
す。謎解きをしながら、地域に触れ合い、勉強もできる、そん
な魅力的な教材を、3月の試験版完成に向けて、鋭意作成中！ 便利なポケットサイズ裏には地図もついてます
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時～15時半（13時半受け付け）。各回
50人。講師：長濱康弘氏（かわさき記念
病院診療部長）。 1月19日9時から電
話かFAXで☎856-3263。［先着順］
プレママ・プレパパクッキング

　妊娠期に必要な栄養を上手に取るこ
とが出来る献立の調理実習や離乳食
への応用法。２月４日㈭９時45分～13
時（９時半受け付け）。妊娠20～33週
頃で体調の整った妊婦とパートナー10
人。500円程度。 １月15日から電話
かFAXで☎856-3291。［先着順］

区役所こども支援室
☎856-3290、 856-3171

地域子育て支援センター土曜開所
　1月16日㈯10時～15時半。地域子
育て支援センターすがおで。0歳～就学
前の子どもと保護者。会場へ直接。※
小学生以上の子どもは利用できません
食育講座と歯科衛生士のお話

　栄養士と歯科衛生士がおやつの調理
法や子どもの歯の話を伝えます。2月
10日㈬13時半～14時半。 中有馬保
育園で。9カ月～1歳半の子どもと保護
者5組。 1月18日から直接か電話で
中有馬保育園☎854-0425。［先着順］

総合企画局臨海部国際戦略室
☎200-2945、 200-3540

キングスカイフロント展示会
　1月18日㈪～29日㈮の8時半（18日は
10時）～17時15分（29日は15時）。区役
所2階区民ギャラリーで。会場へ直接。

宮前市民館
〒216-0006宮前区宮前平2-20-4

☎888-3911、 856-1436

C級グルメ料理教室
　宮前区産の野菜や果物を使ったC級
グルメコンテストのグランプリ受賞作品
を作ります。1月31日㈰10時～13時。
宮前市民館料理室で。20人。600円。
エプロン、三角巾、布巾を持参。保
育あり（1歳半～就学前の子ども5人、
保険料実費、要予約）。 1月15日10
時から直接か電話で。［先着順］
シニアの社会参加支援事業

　「地域で活かそう、あなたのチカラ」
をテーマにシニア団体や市民館イベン
ト事例を紹介。2月28日㈰、3月6日㈰、
12日㈯、19日㈯、26日㈯、10時～
12時（3月6日は14時～16時）、全5回。
宮前市民館で。全回参加できる50歳

以上の20人。 2月3日10時から直
接、電話、区ホームページで。［先着順］
寺子屋コーディネーター養成講座

　2月3日 ㈬、3月2日 ㈬、10日 ㈭、
14時～16時。宮前市民館で。2月～
3月に寺子屋見学を2回行います。20
人。保育なし。 1月15日10時から
直接か電話で。［先着順］
区文化協会「みやまえ文化講座」

　カラオケ、クレイアート、華道など。
2月12日（必着）までに往復ハガキに

希望講座名、参加希望日も記入し宮
前市民館内宮前区文化協会☎888-
3911（毎週金曜10時～15時）。［抽選］

菅生分館
〒216-0015宮前区菅生5-4-11

☎977-4781、 976-3450 

学びのサロン「ニイハオ！中国語」
　2月24日 ～3月23日 の 水 曜、18
時15分～19時45分、全5回。菅生
分館で。15人。200円。 1月20
日10時から直接か電話で。［先着順］
育休からの職場復帰セミナー

　2月14日㈰10時～12時半。 菅生
分館で。育休後に職場復帰を考えて
いる20組（1人でも可）。保育あり（1歳 

3カ月以上の10人、保険料実費、要
予約）。 1月15日10時から電話か
FAXで市男女共同参画センター☎
813-0808、 813-0864。［先着順］

市消防防災指導公社
〒210-0846川崎区小田7-3-1

☎366-2475、 366-0033

普通救命講習Ⅲ
　小児や乳児を対象とした心肺蘇生
法や自動体外式除細動器（AED）の取
り扱い方法を学びます。2月5日㈮9
時～12時。宮前消防署で。市内在住・
在勤・在学の30人。 1月19日9時か
ら直接か電話で。［先着順］

市民プラザ
〒213-0014高津区新作1-19-1

☎888-3131、 888-3138

映画会「ベトナムの風に吹かれて」
　2月13日㈯❶11時❷14時❸17時
半の3回上映。開場は上映の30分前。
市民プラザふるさと劇場で。各回小
学生以上の489人。各回1,000円（全
席自由）。 1月15日から直接か電話
でチケット販売。［先着順］。※空席が
ある場合に限り、当日券販売あり

区役所地域振興課
〒216-8570宮前区宮前平2-20-5

☎856-3177、 856-3280

響け！みやまえ太鼓ミーティング
(8月開催)の出演団体・実行委員募集

　❶出演団体…区内を中心に活動す
る太鼓の団体、13団体程度。 各団
体から1～2人の実行委員への参加が
必要です。❷実行委員…区内在住・
在勤・在学の30人。会議は月1～2回、
夜間に開催。第1回は3月9日㈬。
2月19日（必着）までに「出演団体希望
か実行委員希望」と団体名も記入し直
接、郵送、FAXで。［選考］
ポールウオーキング教室

　足腰への負担を軽減する歩き方で、
坂道を歩く基礎を身に付けます。2
月5日～3月25日の金曜、13時～14
時10分。フロンタウンさぎぬま（土橋
3-1-1）で。 各回25人。600円。
1回目は1月29日から、2回目以降は
開催日の前週金曜13時から直接か
電話でフロンタウンさぎぬま☎854-
0210、 862-5030。［先着順］
ジュニアフットサル大会出場チーム募集

　3月5日㈯9時15分～13時。フロン
タウンさぎぬまで。区内在住で小学5
～6年生のチーム15組。 1月15日
～2月12日に直接か電話で。［先着順］

区役所地域保健福祉課
☎各担当へ、 856-3237

地域のつながりづくりワークショップ
　地域の魅力を探り、世代を超えてつ
ながるまちづくりを一緒に考えます。2
月3日㈬13時半～15時半。 区役所4
階大会議室で。50人。保育あり（5人、
要予約、先着順）。 1月15日9時から
電話かFAXで☎856-3255。［先着順］
認知症介護者教室
「身近な人に認知症が始まったら」
　2月16日㈫10時～12時（9時 半 受
け付け）。向丘出張所2階会議室で。
認知症の家族を介護する20人。 講
師：五島シズ氏（認知症ケアアドバイ
ザー）。 1月20日9時 から電 話 か
FAXで☎856-3263。［先着順］
専門医による認知症予防講座

　❶2月9日㈫、向丘出張所❷2月23
日㈫、宮前地区会館で。いずれも14
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日　程 時間
（受付時間） 対　象 内容・費用他
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検査日
2月8日㈪ （９時～９時半）

健診機会がな
く、28年3月
31日までに
18～39歳に
なる30人

血液検査、尿検査、
血圧・腹囲測定な
ど。1,650円
※希望者には骨密
度測定も行います

1月18日から
電話で。
[先着順]
☎856-3254

結果説明日
2月22日㈪

（８時45分～
９時）

幼
児
食

教
室 2月2日㈫

10時～11時
(９時45分～

10時）

1～1歳6カ月
頃の子どもと
保護者30組

幼児期の食生活に
ついての講義。お
やつの試食、歯科
相談も

1月19日から
電話で。
[先着順］
☎856-3291

１
歳
児

歯
科
健
診

2月9日㈫
（❶9時15分～

9時半）
（❷10時～

10時15分）

1歳3カ月未
満 の 乳 幼 児
30人

歯科健診・歯科相談
1月19日から
電話で。
[先着順］
☎856-3264

区役所地域保健福祉課 856-3237
※電話予約は９時から受け付けます健診・検診案内保健福祉

センター

よりよいまちづくりをめざすコミュニティが大集合！
第８回まちづくり広場♥

ラ ブ

みやまえ
　環境、福祉、音楽など区内でさ
まざまな活動を行う約40の市民活
動団体が一堂に会します。各団体
の活動紹介や成果を見たり体験し
たりできる「宮前楽市」、ステージで
の発表や実演など盛りだくさん。新
たな出会いや発見も期待できます。
地域食材を使ったランチ（有料）、宮

前産野菜の紹介なども行います。
日時　２月１３日㈯１０時～１5時半
場所　宮前市民館
主催　宮前区まちづくり協議会・
宮前区役所 

宮前区役所地域振興課（区ま
ちづくり協議会事務局）☎856-
3125、 856-3280

　1月15日㈮に宮前地区会館が新施設に移転し、設備
が大幅にリニューアルされます。市民活動の拠点や地
域の交流にご活用ください。
※工事の都合により移転日が変更になる場合があります
移転先住所：馬絹1589-1（障がい者施設「まじわーる宮
前」1階）

宮前地区会館☎
866-6360。
区役所総務課☎856-
3123、 856-3119

宮前地区会館 移転のお知らせ

問題　２７年（２０１５年）６月に公職選挙法が改正され、選挙権年齢が「年齢満１８
年（歳）以上」に引き下げられることになりました。これにより、２８年（２０１６年）
夏の参議院議員通常選挙から満１８歳以上の人も投票できるようになる見通し
です。さて、選挙権年齢が引き下げられたのは、何年ぶりになるでしょうか。
❶ １０年　❷ ３０年　❸ ７０年　❹ １００年

1月29日（必着）までに（1）区ホームページ、（2）応募箱（区役所、出張所、
鷺沼行政サービスコーナーに設置）に応募用紙を直接投函、（3）ハガキ（住所、
氏名、年齢、クイズの答え、選挙全般に対する意見を記入）で〒216-8570
宮前区選挙管理委員会事務室☎856-3127、 856-3119。［抽選］。※当
選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます

抽選でオリジナル図書カードが当たります

移転前
宮前地区会館

移転先宮前地区会館
「まじわーる宮前」１階

選挙
クイズ

！

みやまえカルタを通して地域への関心や愛着を深めよう。区役所地域振興課で販売中（1,000円）。無料貸し出しも行っています。　 区役所地域振興課☎856-3134
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