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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

なかはらメディアネットワーク 1月
テレビ なかはらスマイル
イッツコムチャンネル（地デジ11ch）
水曜 21：30〜21：39／土曜 16：00〜16：09／日曜 10：30〜10：39
放送予定：中原区長にきく2016新春インタ
ビュー、In Unity2016開催のお知らせ　他

ラジオ Enjoy★なかはら
かわさきFM（79.1MHz）
第1・3金曜 11：00〜11：30
ゲストを招き、区内の魅力や
イベントを紹介します

※放送内容は変更する場合があります。 区役所企画課☎744-3149、 744-3340

区内の情報をさまざまなメディアが発信 なかはらメディアネットワーク 検索

　花クラブ実行委員会は、区民により組織されたボランティア団体です。昨
年は区役所前の花壇が「第11回わがまち花と緑のコンクール」の大賞を受賞す
るとともに、「第25回全国花のまちづくりコンクール」の団体部門にも入選し

ました。
　現在の区役所前の花壇は
｢きれいなまちなかはら みん
なでまちをきれいに｣をテー
マに、モモの花、ニケ領用水、
発展するビル群をイメージし
ています。区役所にお越しの
際にはぜひご覧ください。

　自分だけの和凧を作り多摩川の空に揚げてみませ
んか。ベーゴマ、けん玉、竹馬、竹ぼっくりなど昔
から伝わる遊びもします。昔遊びを楽しんだ後は、
みんなでおいしいとどろき雑煮を食べます。
日時　1月17日㈰10時〜13時（雨天中止）
場所　等々力緑地先多摩川河川敷
持ち物　おわん、箸、飲み物、敷物

建設緑政局多摩川施策推進課☎200-2268、
200-3979

普段の活動は？ 今回の受賞の感想は？

JR武蔵小杉駅前、JR武蔵中原
駅前、区役所玄関脇周辺、区

役所前樽ポットなど5班に分かれ、
週1回午前9時に集合し、花壇の花殻
摘み、草取り、水やりなどを行って
います。

大変栄誉に思いますし、責任
を実感しています。公共花壇

から多くの人が安らぎとくつろぎを
感じていただければうれしいです。
今後は環境に配慮した活動や、花を
通じた地域の人々とのコミュニケ―
ションを図っていきたいです。ボ
ランティアは随時募集していますの
で、お問い合わせください。

区役所地域振興課☎744-3324、
744-3346

なかはらミュージカル

凧
た こ

揚げと昔遊び

花クラブ実行委員会委員長に聞いてみました。

　いずれも９時に市民健康の森入
り口広場に集合。❶のみ軍手持
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

日程 内容
1 1月17日㈰ 竹林の手入れ
2 2月13日㈯ 冬鳥観察会

市民健康の森
花クラブ実行委員会が「第11回わがまち花と緑
のコンクール」の大賞を受賞しました！

と ど ろ き 水 辺 の 楽 校

　保護者が就労・病気・冠婚葬祭などで、子どもを保育できない場合に、
代わって保育する一時保育の説明会を行います。

※❶は7カ月以上❷❹❽は10カ月以上❸❻❼は6カ月以上❺はおおむね1歳以
上。いずれも週3回以内。 締め切り日までに各保育園へ電話で。❶❽は当日直
接（❶9時30分❽12時45分から受け付け開始）。

こども本部保育課☎200-2662、 200-3933

場所 日程 開始
時間 連絡先 締め切り日

1 けいわ会
上小田中保育園 2月5日㈮ 10時 ☎982-9215 -

2 南平間保育園 2月13日㈯ 13時 ☎511-0010 2月9日17時

3 長幼会
玉川保育園 2月20日㈯ 13時半 ☎555-1778

2月12日17時
（緊急利用の場合は
締め切り後も応相談）

4 長寿保育園

2月27日㈯

14時 ☎777-5403 2月24日17時

5 ももの里
保育園

10時
☎753-2980 2月26日12時

6 多摩保育園 ☎411-1122
2月25日17時

7 すみれ保育園 ☎430-5544
8 木月保育園 3月5日㈯ 13時 ☎433-1958 -

一時保育説明会28年度

　体を動かす時間が延びれば健康寿命も延びる。
今よりプラス10分、体を動かそう！詳細はこちら→

今月の　　　　　　　　　は･･･

Q Q
A A

花クラブ実行
委員会委員長の
菅野さん

　区内には自然を感じられる
スポットがたくさんあります。
健康づくりも兼ねて、市民健
康の森や多摩川に出掛けてみ
ませんか。

　区民による、区を題材としたオリジナルミュージカルを開催します。
公演日時　3月12日㈯、13日㈰ 両日いずれも月組…13時〜15時、星組…
17時半〜19時半　場所　中原市民館多目的ホール　定員　各回300人
観劇料　1,000円（小学生以下は500円）

1月23日13時半から中原市民館1階グループ室でチケットを販売（売り
切れ次第販売終了）。中原市民館☎433-7773、 430-0132。［先着順］

イベント案内

康標 語健

大賞を受賞した花壇

　区民と行政が連携し、緑化を推
進するため、区の南部に位置する
井田山を「市民健康の森」と名付け
ました。
　現在、中原区市民健康の森を育
てる会が中心となって、里山環境
の保全・育成、環境学習・地域交流
などに取り組み、地元町内会と
連携しながら「市民健康の森」の管
理・運営を行っています。
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中原区の情報をお届けするメールマガジン「なかはらインフォメーション」を配信中。市ホームページ内「メールニュースかわさき」から登録。

募集・案内
商店街の人気店で
❶編み物教室…新丸子イダイモール
商店街「ハトリ手芸店」の店長から手
編みの小物作りを学びます。2月22
日㈪13時半〜16時。コワーキング
スペースY

ユ ー プ ラ ス

ou+（新丸子町769）で。
12人。600円。
❷寿司握り体験教室…向河原商栄会

「すし誠」で寿司握りが体験できます。
3月7日㈪11時〜13時。 すし誠（下
沼部1884）で。14人。700円。

❶❷いずれも2月8日（必着）ま
でに教室名も記入し往復ハガキで
〒211-8570中原区役所地域振興課
☎744-3161、 744-3346。［抽選］
第139回中原区役所コンサート

　1月27日㈬12時10分〜13時（開場
11時半）。区役所5階会議室で。出演:
砂田恵美（ソプラノ）、篠原真（ピアノ）。
保育あり（要予約）。 区役所地域振
興課☎744-3324、 744-3346。

歩こう会
　2月14日㈰8時に区役所集合、8

時半出発、11時ごろ多摩川駅解散。
中原区役所〜新丸子駅〜多摩川駅。
約5㌔。当日直接。雨天時は21日に
延期。 区役所地域振興課☎744-
3323、 744-3346。当日の問い
合わせは6時半から区役所守衛室☎
744-3192。
中原区精神障がい者家族のつどい

　精神保健福祉家族会（こすぎ会）に
よる活動紹介や体験談を通じた交流
と情報交換。1月28日㈭13時半〜16
時半（開場13時）。中原市民館で。当
日先着60人。 区役所高齢・障害課
☎744-3265、 744-3345。

☎744-3261、 744-3342

区役所地域保健福祉課
からのお知らせ

歯周病予防相談
　歯や歯肉の状態を知り、自分に合っ
た歯みがきの方法を学びます。1月28
日㈭❶9時半〜10時❷10時〜10時
半❸10時半〜11時。全3回。区役所
別館で。各回20歳以上の12人。 1
月15日から直接か電話で。［先着順］
39歳までの健診・保健指導

検査 結果説明
❶ 2月2日㈫ 2月16日㈫
❷ 3月1日㈫ 3月15日㈫

　いずれも受け付け9時〜9時15分。
区役所別館で。区内在住で健診機会
のない18〜39歳の各回20人。（28年

3月末までに40歳になる人、妊娠中
や出産後1年以内の人、通院加療中
の人を除く）。1,650円。 1月21日
から直接か電話で。［先着順］。※こ
の事業は28年3月で終了となります。

☎888-3131、 888-3138

市民プラザからのお知らせ

映画会「ベトナムの風に吹かれて」
　2月13日㈯❶11時〜❷14時〜❸
17時半〜（開場はいずれも上映30分
前）。市民プラザふるさと劇場で。各
回489人。 各 回1,000円（全 席 自 由、
就学前の子どもは入場不可）。 1月
15日から直接か電話で。［先着順］
大人の３カ月教室
「ワンコインレッスン」
　❶プールで筋トレ&アクアダンス
❷水中歩行&アクアダンス❸やさし
いヨガ❹ピラティス❺カラダすっきり
健康体操❻いきいきワクワク健康体
操。1レッスン500円。 市民プラザ
で。❶〜❻の時間・定員など、詳細
はお問い合わせください。 各レッ
スン開始15分前までに市民プラザ
体育施設フロントに直接。［先着順］
「はじめてトレーニング」
　トレーニングルームの利用料金で

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

レッスンに参加できます。月〜金曜
❶10時半〜10時45分❷14時15分
〜14時半。市民プラザで。各回10
人。500円（トレーニングルームの利
用料金含む）。詳細はお問い合わせ
ください。 各開始時間までに利
用券を購入し、トレーニングルームに
直接。

*川崎授産学園
☎433-7773、 430-0132

〒211-0004新丸子東3-1100-12

中原市民館からのお知らせ

「結婚事情！～男女の結婚観の変
化とこれから～」

　2月6日、13日、27日、3月5日、
19日の土曜、14時〜16時、全5回。
中原市民館で。25人。 1月30日（消
印有効）までに電話、ハガキ、FAX、
区ホームページで。［抽選］
シニアの社会参加支援事業
「シニアの力で高齢社会を幸齢社会
へPART2」

　2月18日〜3月17日の木曜、14時
〜16時、全5回。中原市民館で。お
おむね50歳以上の25人。 1月30日

（消印有効）までにハガキ、FAX、区
ホームページで。［抽選］

中原元気クラブ活動日程 2016年　冬の☆キラリ文化教室

※初回無料体験（1種目のみ）実施。会員は中学生以下600円／月。詳細はお問い
合わせください。 中原元気クラブ事務局☎299-6466。受付：水・金…10時〜
13時、その他教室実施時（祝日、年末年始を除く）。 http://nakahara-genki.
jimdo.com/ 区役所地域振興課☎744-3323、 744-3346。［先着順］

いずれも15歳以上の20人。 1月15日から直接、電話、FAXで生涯学習プラザ☎
733-6626、 733-6697。[先着順]

種目 日程 時間 場所
1 OTOアートフットボール 1月18日〜

3月14日の月曜
15時半〜16時半 大戸小学校

校庭2 OTOサッカー 16時〜17時

3 キッズラン 1月20日〜
3月9日の水曜 15時半〜16時半 下小田中

小学校校庭
4 Saturdayダンス

1月16日、30日、
2月6日、20日の
土曜

9時〜9時50分
大戸小学校

体育館5 親子フラ＆タヒチアン 10時〜10時50分

6 バドミントンtime 10時〜11時半

講座・教室名 日程 時間 受講料／教材費
楽らく歌の
教室

2月9日、23日、
3月8日の火曜、全3回

13時20分〜
14時50分

2,600円／
実費

メディカル
ハーブ

2月23日、3月1日、
15日の火曜、全3回 10時〜11時半 2,600円／

2,000円
風景写真教室

（夜景を撮る）
2月4日、18日、
3月3日の木曜、全3回

14時〜16時
（18日のみ夕刻）

2,600円／
実費

色えんぴつ画
入門

2月12日、26日、
3月11日の金曜、全3回 14時〜15時半 2,600円／

なし
コーヒー
セミナー

2月18日、25日、
3月3日の木曜、全3回 10時〜11時半 2,600円／

1,500円
フラワー
アレンジメント

2月19日、3月4日、18
日の金曜、全3回 10時〜11時半 2,600円／

花代毎回2,900円

傍聴
区民会議を

しませんか

第6回 なかはらフォト
コンテスト

入賞作品決定
　「地域コミュニティ、みん
なで育てる交通マナー 〜歩き
やすいまちに〜」をテーマに
議論します。ぜひ傍聴にお越
しください。
日時　1月25日㈪14時〜16時
　　　（開場13時半）
場所　区役所５階会議室
傍聴　当日先着20人

区役所企画課
☎744-3149、

744-3340

区役所地域振興課☎744-3324、
744-3346

　応募総数139作品の中から優秀賞
５作品、入選12作品が選ばれまし
た。入賞作品はまちづくり推進委員
会公式ブログ「なかまちブログ」（
http://nmachi.exblog.jp/）で公開
しています。

　さまざまな生き物が生息する矢上川。宮前区
水沢・犬蔵を源流に、中原区の井田や木月を流
れ、鶴見川に合流します。今回は、この矢上川
の環境を授業に活

い

かす、木月小学校の「蟻生先
生」を紹介します。

　五感で感じたことや疑問をもとに、考えを引き出し
てあげることで子どもは成長していくそうです。子ど
もの成長を見守る「矢上川」と「蟻生先生」、区役所企画
課のイチオシです。

と蟻生先生。実際に川に入って生き物を観察し、
調べて考えたことを教室で意見交換。「海に住ん
でいるカニが木月にいるのはなぜ？」「矢上川は
新しい命が生まれる水だ！」など意見が飛び交
います。

中原区区民会議
キャラクターたぬきくん

優秀作品タイトル「一日限定の丸子の渡し」

のなかはらイチオシ！

区役所企画課☎744-3149、 744-3340
木月小学校  蟻

あ り う

生 寛
ひ ろ お

郎先生

「地域の自然を通して、郷土愛や考える力を育んでほしい。」

「自分達で考えたことや、経験したワクワクは忘れない。」

　区内の魅力的な人や知られざる場所を紹介して
いきます。第1回は企画課のイチオシです！

新連載




