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つながる、広がる。地域の輪。
誰もが安全に安心して暮らせる地域づくりを目指して、
区役所に地域みまもり支援センターを設置しました。その

Q 区に転入してきたので、区

主な取り組みを紹介します。

の子育て情報が知りたい。

区役所地域ケア推進担当☎856-3281、

A 公園や緑地で子どもと保護

856-3237

Q 就学前の子どもが、安心して遊べるような場所は？

Ａ 区内の公営保育所全園で、園庭開放や夏には水

遊び開放を行っています。 子育て支援センターでも、
安全な環境の中でさまざまな遊びを楽しみながら、保
育士などに相談をしたり、同年齢の子どもの様子を見

者が楽しめるイベントなどの情

たりすることができます。

報が、みやまえ子育てガイド
「と
ことこ」
に掲載され
ています。

地域ケア推進担当

☎856-3300、

Q 高齢者を支援する活動を知

保育所等・地域連携

856-3237

☎856-3290、

区内の保育所を拠点とし、保育士、看護師、栄

地域包括ケアシステムの構築に向けて、区内

りたい。

養士などの専門職が相談に乗ったり、区内の子育て

の関係者、民間の事業者、地域・団体とのネット

A 区内で自主的に見守り活動

に関連する施設との連携をとりながら、地域全体の

ワークの構築や地域包括ケアを推進するための

を行っている地域の団体を取り

子育てを支えます。また、地域の親子や高齢者など、

事業の企画・調整などを庁内の関係部署と連携

上げた
「見守り活動事例集」
を作

多世代間の交流も図っていきます。さらに、各

して行います。また、 地域課題を把握し、

成しています。活動内容を紹介

職種の専門性を高めるため、区内保育園･幼

地域で共有していくための広報や啓発

することで、高齢者の見守り活

稚園職員を対象に研修などを実施する

も実施していきます。

動や居場所づくりの推進を支援

856-3237

ことにより、子育て環境の向上

します。

につなげます。
Q 子どもの成長や子育てについての
相談はできるの？

A 地区を担当する保健師や、心理職・
助産師・栄養士・歯科衛生士などの専門

学校・地域連携
☎

888-4035

学校経営や学校の抱えるさまざまな課題に関し
て、年間を通して運営支援を行っています
（17小学
校、8中学校）
。また、社会福祉の専門家であるスクー
ルソーシャルワーカーを配置し、医療・福祉などの
関係機関と連携も図っています。さらに、区地
域教育会議、幼保小代表者連絡会議などの
各種協議会との連携も行っています。

職が相談に乗ります。

地域支援担当

☎856-3302、

Q メタボ解消など、生活習慣病予防

856-3237

について知りたい。

A 生活習慣病予防相談を受け付けて

地区を担当する保健師が積極的に地域に出向
き、社会福祉職・助産師・栄養士・歯科衛生士などの
専門職種と連携しながら、地域の皆さんと一緒に

います。
「みやまえ健康サポートブック
こつこつ」
も区役所で配布中です。

暮らしやすいまちづくりを考えていきます。また、
見守りが必要な人たちの居場所づくりや見
守り活動を支援していきます。子どもと
子育て家庭への支援も継続して

Q 公園で行われている体操に参加す
るにはどうすれば良いの？

A 区役所で配布中の
「宮前区公園体
操マップ」
には、区内で実施中の公園

行っていきます。

体操の日時・場所を掲載しています。
気軽にご参加ください。夏休みの時期
など、子どもの参加も大歓迎です。

今年で30回目を迎える菅生分館まつり。菅
生中学校吹奏楽部の演奏、初山獅子舞
（４日）
、
落語
（５日）
などの特別プログラムも行います。
10時～16時
会場 菅生分館、地域子育て
支援センターすがお
菅生分館☎977-4781、
976-3450

初山獅子舞（４日）

第269回

みやまえロビーコンサート

＊～心躍る！ヴァイオリン、コントラバス、ピアノによる
  ジャンルを超えたパフォーマンス～＊

日時 5月24日㈫１２時５分～
場所 区役所２階ロビー
スタイルスリー

落語家の春風亭昇吉
（５日）

日時 ６月４日㈯、５日㈰

菅生中学校吹奏楽部
（オープニング）

菅生分館まつり

出演 style‐3！

たかしまえいすけ

ながさわともひこ

（高嶋英輔
（バイオリン）
、長澤伴彦
（コントラ
バス）
によるポップインストユニット）
曲目 情熱大陸
（葉加瀬太郎）
Treasure Hunter
（style-3!オリジナル）
他
区役所地域振興課☎856-3134、

まち歩きでおなじみの
「宮前区歴史ガイド」
。さらに見やすく改訂し、区役所・出張所などで配布しています。

856-3280

高嶋英輔
長澤伴彦

区役所地域振興課☎856-3125

ここからみやまえ区版です

2016（平成28）年

を歩きます。約３時間のコースです。
日程 ６月３日㈮※雨天の場合６月
集合場所 鷺沼駅に９時半集合

申し込み方法は市版5面参照

区役所地域振興課

施設を紹介しながら、平瀬川流域・

定員 ２５人

とんもり

856-3280

花壇づくりのなかまＭＡＰ発行
区内の花壇づく

5月16日から直接か電話で区

日時 ６月６日㈪13時半～16時半

856-

※雨天中止

3280。
［先着順］

役所地域振興課☎856-3125、
856-3280。
［先着順］

集合場所 菅生分館に13時半集合

児〜小学生の子どもの保護者30人。
1歳半からの保育あり。詳細はお問い
5月17日10時か

ら直接か電話で。
［先着順］

読み聞かせの技術を身に付け、地

とめたマップを発行

～7月8日の金曜、14時～16時、 全

しました。 花と緑

5回。宮前市民館で。概ね50歳以上

の活動を応援する

の25人。

メニューの紹介や、

電話、ホームページで。
［先着順］

856-3237

地域で活躍中の絵本の読み聞かせ

〒216-0011宮前区犬蔵1-10-3
☎976-6350、 976-6358
www.miyamae-sc.com

スなど33教室の受講者を募集します。
でお問い合わせください。 5月31日

合い遊びの紹介も。5月20日㈮10時

（必着）
までに教室名も記入し往復ハ

保育連続講座「なないろタイム」
栄養士・看護師・保育士から、育児
に関するさまざまな情報が得られま

6月11日㈯

田植え、ジャガイモ掘り

6月12日㈰

イカダづくり
（1回目）

7月10日㈰

イカダづくり
（2回目）

10月23日㈰

稲刈り
（実りの秋を感じてみよう！）

10月30日㈰

脱穀

11月13日㈰

森・里山遊び、サツマイモ掘り

5月18日から直接、電話、

第二期7～9月開催スポーツ教室

なし会。 季節にちなんだ絵本や触れ

直接。

内容

8月 6 日㈯ 「多摩川エコカップいかだ下り」
に参加予定
秋あそび
コース

料金など詳細は電話かホームページ

で。 就学前の子どもと保護者。 当日

開催日

夏あそび
コース

宮前スポーツセンター

グループ
「ふたこぶらくだ」
によるおは

半～11時半。こどもサポート南野川

コース

5月17日10時から直接、

フットサル、親子スポーツ、ピラティ

おはなし会

定員 各コース１５人程度
（原則として全日参加可能な人）

みんなで楽しく自然体験

区役所保育所等・地域連携

皆さんと森・里山遊び、農作業などを体験する仲間を募集します。
対象 区内在住の小学生
（４年生までは保護者同伴）

域で活かしてみませんか。6月10日

載。区内行政施設などで配布中。

生田緑地内初山地区の
「飛森谷戸」
で、自然を守る活動をしている会の
日程・内容 下表参照 時間 9時半～12時、現地集合・解散

メリットがいっぱい！
やってみよう 絵本の読み聞かせ

グループ・団体をま

区内で見られる花のカレンダーも掲

参加者
募集

12時、全5回。宮前市民館で。乳幼

りをしている38の

☎856-3290、

定員 20人

飛森谷戸を歩きます。

5月16日から電話で区役所地

合わせください。

02

持ち物 飲み物、雨具など

月16日 ～7月14日 の 木 曜、10時 ～

区のお知らせ

☎856-3125、

区内のまちづくりに関わる団体や

持ち物 飲み物、雨具など

域 振 興 課 ☎856-3125、

１０日㈮に延期

区 版 みやまえ

No.1136

まちづくりウオーキング

宮前歴史ガイ
ドでまち歩き
歴史や文化を探りながら、御嶽道

5月1日号

FAX
（希 望コース、 住 所、 氏
名、学年、電話番号、参加人
数を記入）
で区役所地域ケア推
進担当☎856-3300、

856-

3237。
［先着順］

ガキで。
［抽選］
8818、

アリーノ

（有馬・野川生涯学習支援施設）

市民文化局市民文化振興室

健康福祉局庶務課

〒216-0002宮前区東有馬4-6-1
☎853-3737、 853-3746

ゴスペルコンサートINアリーノ

866-0382。
［先着順］

☎200-2421、

☎200-2030、

200-3925

200-3248

日本・韓国文化音楽交流特別演奏会
6月25日㈯14時～16時
（13時半開

第21回ふくしまつり

す。実際に園児の様子や、保育士の

後藤美幸と宮前ゴスペルクワイア＆

福祉クラブ生活協同組合による模

場）
。昭和音楽大学テアトロ・ジーリオ・

関わり方を見ることもできます。6月

Friendsが出演。6月12日㈰15時～

擬店や福祉活動の紹介、チャリティー

ショウワ
（麻 生 区 上 麻 生1-11-1）で。

21日～7月5日の火曜、13時30分～

17時
（14時半開場）
。 アリーノ
（有馬・

イベントなど。6月5日㈰10時半～14

S席3,500円、 A席2,500円、 B席

14時30分、全3回。 菅生保育園で。

野川生涯学習支援施設）
で。120人。

時。宮前市民館前広場で。当日直接。

1,500円、学生席1,000円。

初回受講時に6～12カ月の子どもと

1,000円
（飲み物サービスあり）
。

雨天中止。

話で昭和音楽大学演奏センター☎

保護者7組。

月15日から直接か電話で。
［先着順］

6月1日から直接か

電話で菅生保育園☎

977-9320。

［先着順］
保育園でパパと一緒にあそぼう！
ママの参加も大歓迎。 近所の家族
との 交 流 も。6月11日 ㈯ ❶10時 ～
時45分～11時30分。菅生保育園で。
就学前の子どもと保護者❶15組❷定
5月17日から電話で❶

保育園☎

854-0425❷菅生

977-9320。
［先着順］

宮前市民館

「子どもはたくさんの手で育てよう」
子育ては親だけでやるもの？多くの

ラザで。当日直接。
第2期女性硬式テニススクール
初心者から中級者まで基本的な動
きや簡単なゲームを実施します。6月
13日～7月11日と9月5日～10月3日
の 月曜
（9月19日を除く）
、 ❶初中級
A:9時20分 ～10時50分 ❷中級A:11
時～12時 半 ❸初中級B:13時～14時
半 ❹中級B:14時40分 ～16時10分。
各クラス20人。 各10,280円。 市民
プラザで。 各クラスの詳細はお問い

大人が関わることで、子どもの育ちに

合わせください。

も良い影響があることを学びます。6

から直接、体育施設フロント☎857-

5月17日9時

953-9865、 953-1311。
［先着順］

区役所地域支援担当 856-3237
健診・検診案内 ※電話予約は９時から受け付けます

日 程

時間
（受付時間）

対 象

内容・費用他

離乳食の始め方やす
❶5月24日
すめ方について。試
❶
❷5月30日
❶❷いずれも 4～5カ月児
食あり。母子健康手
6月14日㈫
から電話で。
10時～11時半 と保護者
帳、筆記用具、抱っ
❷
[先着順]
（9時半～）各回40組
6月20日㈪
こひも持参
☎856-3291
※❶❷は同じ内容

6月2日㈭

１歳児
歯科健診

〒216-0006宮前平2-20-4
☎888-3911、 856-1436

保健福祉
センター

「フリーマーケット」開催
5月22日 ㈰10時 ～15時。 市 民 プ

045-547-

1414。

クッキング

中有馬保育園☎

213-0014高津区新作1-19-1
☎888-3131、 888-3138

合 ☎045-547-1400、

プレママ・プレパパ

員なし。

市民プラザ

福祉クラブ生活協同組

離乳食
教室

11時15分。 中有馬保育園で。 ❷9

5

電

妊娠期に必要な栄養
妊娠20～33
を上手に取ることが 5月20日から
9時45分～
週頃で体調
できる献立の調理実 電話で。
13時
の整った妊婦
習。離乳食への応用 [先着順]
(9時半～
とパートナー
方法も。材料費500 ☎856-3291
9時45分）
10人
円程度

（❶9時15分～
1歳3カ月未
9時半）
6月14日㈫
満 の 乳 幼 児 歯科健診・歯科相談
（❷10時～
30人
10時15分）

5月25日から
電話で。
[先着順]
☎856-3264

〈お願い〉駐車場は大変混雑しますので車での来所はご遠慮ください。
ベビーカーについては、盗難防止のため、チェーンやカギをかけるなど、
自己管理をお願いします。

宮前区の子育て情報を、地域ポータルサイトやフェイスブック・ツイッターで発信しています。 区ホームページと併せてご覧ください。

区役所地域ケア推進担当☎856-3253

