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区 版な か は ら01 中原区ホームページ  http://www.city.kawasaki.jp/nakahara/　［区版］は区の情報を中心に掲載しています。

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 3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：なかはらアクトストリート2016、
子育てグループ知りたいな 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

　第5期区民会議の2年間の活動を振り返り、区民会議報告書
や5月開催予定の市民報告会について議論します。ぜひ傍聴
にお越しください。
日時　3月22日㈫14時半〜16時半（開場14時）
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

■臨時窓口開設日のお知らせ
日時　4月2日㈯8時半〜12時半
※第2・4土曜は年間を通じて開設（8時半〜12時半）
取り扱い業務　転入・転出の手続きなど（国民年金業務は除く）
※窓口の混雑状況は「中原区なう!」で確認できます

http://www.yobidashi.jp/nakahara/pc/
■住民票、印鑑登録証明書などの発行は駅から
　近い小杉行政サービスコーナーが便利です
利用時間　月〜金曜：7時半〜19時、
土・日曜：9時〜17時（祝日、年末年始を除く）
場所　武蔵小杉駅北口階段下

区役所区民課☎744-3175、 744-3341、
区役所保険年金課☎744-3203、 744-3341

　昨年3月、地元への愛着を持ってもらうため、区民の皆さんの
投票により、区の木「モモ」を制定しました。
　右の絵は、親しみを持ってもらえる
ように「モモ」をイラスト化したもの。
一般募集を行い、選ばれた原画を基に
デザインしたシンボルマークです。区
の魅力発信の新たなシンボルとして活
用しています。

区役所企画課☎744-3149、 744-3340

　「桃の彩」は7種類。区内の7店舗で販売しています。
詳細は区ホームページで確認できます。

区の木を「モモ」に制定して1周年を迎えます。これを記念して区の木「モモ」をイメージした和菓子「桃
も も

の彩
いろどり

」を作りました。

区の木 制定「モモ」 1周年

中原区区民会議
キャラクターたぬきくん

神奈川県菓子工業
組合中原支部

おかふじ  内藤雅一さん

市制90周年記念  区の木「モモ」の誕生!  区民の皆さんに区の木「モモ」を親しんでいただきたい！

区の木「モモ」の
和菓子がそろいました。

どうして和菓子「桃の彩」を作ったの？

これからどんな活動をするの？

区の木「モモ」の制定1周年の記念に何かできないかと考え、区
と協力して和菓子「桃の彩」を作りました。「桃の彩」は全7種類。
それぞれ原料に桃を使用し、桃をモチーフとしたデザインにす
るなど、さまざまな工夫を凝らした和菓子となっています。「桃
の彩」の名前は、7種類の個性ある和菓子で区の魅力に多彩な彩
を加えるという意味を込めました。ぜひ、区民の皆さんにも「桃
の彩」を味わっていただきたいです。

「桃の彩」ができたことで区民の皆さんに区の木「モモ」をより身近に感じてもらえる
のではないかと思います。これからも区役所や地域の方々と一緒にいろいろな方法
で中原区を盛り上げていきます。
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区民会議を傍聴しませんか

窓口混雑予想カレンダー
●3月 待ち時間の目安

「桃の彩」販売店舗一覧

●4月 ●5月

★ 3時間待ち
● 2時間待ち
▲ 1時間待ち
□ 臨時窓口開設日／ 閉庁日
※午前中は比較的すいています

3、4月は区役所窓口が混雑します

No. 店舗名 住所 電話番号
１ 岡

お か の え い せ ん

埜榮泉 新丸子町742 722-3379
２ おかふじ 今井南町7-43 733-0813
３ 桔

き き ょ う や

梗屋 新丸子町754 722-2755
４ 水月堂 上小田中2-17-5 766-4460
５ すがや 新城1-15-8 766-4166
６ 泉心庵 市ノ坪66 722-4628
７ 大平屋 新城1-2-20 766-5494
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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
市民健康の森
　蝶の草原の手入れ。３月２７日㈰９時
に市民健康の森入口広場に集合。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。
歩こう会
　４月１０日㈰８時に都営三田線白金台
駅1番出口集合、８時半出発、１１時
ごろ池尻大橋駅解散。白金台駅～目
黒不動尊～池尻大橋駅。約５㌔。当
日直接。雨天時は１７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。
とどろきアリーナ臨時休館の
お知らせ
　３月３１日㈭は指定管理者変更に伴
う機器などの入れ替えのため休館しま
す。また４月１日㈮、２日㈯はトレーニ
ング室を休室します。 区役所地域
振興課☎744-3323、 744-3346。
小杉こども文化センター休館の
お知らせ
　建て替え工事のため４月１日㈮から
休館します。詳細はお問い合わせく
ださい。 こども本部青少年育成課
☎200-3083、 200-3931。
西中原中学校吹奏楽部定期演奏会
　クラシックからポップスまで幅広い
ジャンルの曲を演奏します。３月２９日
㈫１２時半～１５時（開場１２時）。教育文
化会館（川崎区富士見２-１-３）で。当
日先着１，８５０人。 西中原中学校（遠
矢）☎777-2239、 799-3954。

　音楽・民謡パレード、演芸など。４
月２日㈯１２時～１5時半。中原平和公
園で。雨天中止。 区役所地域振興
課☎７４４-３１６０、 ７４４-３３４６。
こすぎ名物花見市
　ステージイベント（音楽・ダンス・子ど
もミュージカル）、屋台、フリーマーケッ
ト、抽選会など。４月３日㈰１０時～１６
時。総合自治会館、渋川周辺で。雨
天決行。 協同組合武蔵小杉商店街
☎722-8335。経済労働局商業観光
課☎200-2328、 200-3920。

☎888-3131、 888-3138

市民プラザからのお知らせ

春からスタート・短期講座
　着物モダンリメイク、デッサン教
室、はじめてのフラダンス教室、Ｉ・Ｂ・
Ａ ＢＩＧＢＡＮＤ道場の４講座が４月か
ら始まります。市民プラザで。講座
の詳細、申し込み方法などはお問い
合わせください。
大人の３カ月教室
　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❼
かんたんボクシング❽ウォーターラッ
シュ。市民プラザで。❶～❽の時間・
定員など、詳細はお問い合わせくだ
さい。 ３月１５日から市民プラザ体
育施設フロントに直接。［先着順］
井田病院シャトルバス運行終了の
お知らせ
　「小杉駅東口～井田病院」の市バス
の運行回数が増えるため、井田病院
シャトルバスは３月３１日で運行を終了
します。 病院局経営企画室☎200-
3854、 200-3838

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

　「おはよう!」「いってらっしゃ
い!」と明るい声が聞こえてきまし
た。今回は登下校の小学生や通勤
する人々に元気にあいさつをし、
交通誘導や地域の見守りを日課と
している福地さんを紹介します。

　5年ほど前から、かりやど保育園や苅宿小学
校の周辺で交通誘導を始めた福地さん。「毎日
のあいさつでみんなから元気をもらって、それ
が元気の源になっています。81歳ですが、医
者にもかからず元気です」と満面の笑みです。

　と、雨の日も暑い日も寒い日も。毎日声掛けをしながら地域の見守り
を行っています。
　「みんな元気で明るく、出会いを大切に、助け合いを大事にしてほしい」
と願いながら、今日もまちの安全・安心を陰ながら支えています。

毎朝、地域を見守っている「福地さん」、
区役所総務課のイチオシです。

今までお世話になったまちや人々に恩返しする
気持ちでやっている。

　区内の魅力的な人や知られざる場所などを紹介します。　心の健康維持にはストレス解消が大事です。快眠＆
リラックス、1日3食、適度な運動　詳細はこちら→

今月の　　　　　　　　　は･･･　　　康標 　語語健健

ど保育園や苅宿小学

中原区役所　小野副区長

おはよう！
いってらっしゃい！

子どもたちから
の手紙で
元気を

もらいます。

中原元気クラブ活動日程

※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］ 

種目 日程 時間 場所

1 OTOアートフットボール

3月21日㈷

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 3月16日、
23日の水曜 15時半～16時半 下小田中

小学校校庭

4 Saturdayダンス

3月19日、
26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

小杉駅東口を中心とした
市バスの路線が変更になります

4月1日から

○「杉01系統 小杉駅前（北口）～井田病院・総合リハビリテーショ
ンセンター前」を小杉駅東口発着に変更し、運行回数を増やし
ます　　
○「杉02系統 横須賀線小杉駅～小杉駅東口～井田病院」の運行回
数を増やします
○「杉03系統 横須賀線小杉駅～小杉駅東口～蟹ヶ谷」を新設します
○東住吉小学校→小杉駅東口間の大型商業施設付近に停留所を新
設します。（名称：小杉駅入口グランツリー前…小杉駅東口方向
のみ）
※詳細は3月下旬にバス停留所、市ホームページなどでお知らせ
します

交通局運輸課☎200-3232、 200-3946

横須賀線
小杉駅

新設停留所
（小杉方向のみ）

小杉駅東口小杉駅前（北口）新設系統

東住吉小学校

労災病院前

元住吉

井田病院
正門前

井田

総合リハビリ
テーション
センター前

蟹ヶ谷

新設系統

（小杉駅東口～井田病院・総合
リハビリテーションセンター前）

（急行 横須賀線小杉駅→井田病院）
 停車停留所：小杉駅東口、労災病院前、
 元住吉、井田、井田病院正門前、井田病院

新設系統
（横須賀線小杉駅～小杉駅東口～蟹ヶ谷）

既存系統の増回
（横須賀線小杉駅～小杉駅東口～井田病院）

廃止区間

井田病院

区役所総務課☎744-3124、 744-3340

私も毎朝の通勤時に福地さんを
見掛けます。

住吉さくら祭り




