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　同委員会は区の地域課題
の解決に向けた活動の他、
市民活動団体の支援などを
行っています。全体会では
活動の報告と事業の説明を
行います。
日時　�5月25日㈬18時半～20時（開場18時15分）
場所　区役所5階会議室
区役所地域振興課☎744-3324、 744-3346

中原区まちづくり
推進委員会全体会
～委員・見学者募集～

　ヘルスパートナー
なかはらのかんたん
体操やご当地体操の
「パンジー体操」を紹
介します。一緒に体
を動かしましょう。
日時　5月30日㈪10時～12時
場所　区役所5階会議室
区役所地域振興課☎744-3324、 744-

3346

まちづくりサロン
～健康体操しませんか～

　26年７月からスタートした区民会議。区の現状を理解し、区民がみんなで取り組めるものとして主に、「まち
の美化」と「自転車利用の交通ルールとマナー」に関する課題について、約2年間、コミュニティーの結束を強
めるための提案を検討し、解決に向けて取り組んできました。 区役所企画課☎744-3149、 744-3340

　1月15日に西中原中
学校で開催されたスケ
アードストレート方式※

の交通安全教室を6人
の委員が見学。交通
事故の怖さを体験し、ルールを守ることの大切さ
を改めて実感しました。
　この体験を踏まえて、もっと多くの区民の皆さ
んに交通ルールを守ることの大切さを知ってもら

うため、区役所の
区民課窓口の待合
スペースでは、区
民会議発案の交通
安全の啓発動画を
配信しています。

※恐怖を実感することでそれにつながる危険行為を未然に防
ぎ、交通ルールを遵守することの大切さを体感させる教育方法

みんなでつながり、広げよう
第５期区民会議の取り組み

　昨年11月7日に、
町内会や団体、企
業も参加し、「なか
はら一斉クリーン
アップ大作戦」と題
して、武蔵小杉駅
周辺の清掃活動を実施しました。約150人の参加
者が、タバコの吸い殻、ペットボトル、傘などのご
みを集め、「みんなでまちをきれいに」することの大
切さを体験しました。

　また、武蔵小杉駅周辺で、
タバコの吸い殻やごみが多
く見られる箇所を視察した委
員の提案を受けて、「きれい
なまちづくり」啓発看板を作
成して、区内5箇所に設置し
ました。

　テーマの
選定から課
題解決に向
けた取り組
みの提案ま
での過程を
盛り込んだ報告書が、4月13日に板倉徹委
員長から鈴木賢二中原区長へ提出されました
（写真）。報告書は、区役所など
で閲覧できる他、区ホームページ
からもご覧になれます。
　区民会議では第５期の審議結果と中原区
の魅力を知ってもらうため、市民報告会を開
催します。
日時� �５月28日㈯13時～15時（開場12時半）
場所　中原市民館　
定員　当日先着300人
内容　区民会議の報告、人形劇の公演、自
転車交通安全の広報大使の任命など

5/25
㈬

親子花植え体験

ゴーヤーを種から
育ててみませんか

　環境配慮への取り組みとして、ゴーヤーの種を配布
します。詳細はお問い合わせください。
配布場所　5月16日㈪から区役所
1階総合案内所と4階企画課窓口
※なくなり次第、配布は終了
区役所企画課☎744-3163、
744-3340

なかはらメディアネットワークでは地域の魅力やイベントなどの情報を募集して
います。詳細はお問い合わせください。

他にも地域のイベントなどで、打ち水をする団体向
けに、ひしゃくなどの用具を貸し出ししているよ。

なかはらエコ推進
大使ロジ―ちゃん

なかはらメディアネットワーク 5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：中原交通安全児童指導員委嘱式、大
相撲川崎ふるさと場所�他

ラジオ Enjoy★なかはら
かわさきFM（79.1MHz）
第1・3金曜� 11:15～11:45
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

　区役所の花壇で花植えを体験し、作業を通じて自
然に触れることで、環境について考えてみませんか。
日時　5月28日㈯10時～11時(雨天中止)
場所　区役所正面玄関脇花壇
対象　4歳以上の子どもと保護者15組
※汚れてもいい服装でシャベルと軍手持参

5月16日から直接か電話で区役所地域振興課☎744-3324、 744-
3346。［先着順］

5/30
㈪

中原区区民会議
キャラクター
たぬきくん

地域コミュニティ、
みんなでまちをきれいに

テーマ
❶

地域コミュニティ、
みんなで育てる交通マナー

テーマ
❷

～歩きやすいまちに～

5/28 土

市民報告会を開催



区 版 な か は ら2016（平成28）年　5月1日号　No.1136こ こ か ら な か は ら 区 版 で す 02

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

第141回区役所コンサート
　5月17日㈫12時10分～13時（開場
11時半）。中原区役所5階会議室で。
出演・大

おおすみ

角彩
あや

（東京交響楽団ヴィオラ
奏者）、尾

お じ ま

島紫
し ほ

穂（ピアノ奏者・客演）。
保育あり（要予約）。 区役所地域振
興課☎744-3324、 744-3346。

市民健康の森
　❶5月22日㈰里山研修会（布草履つ
くり）❷5月29日㈰池の手入れ（雨天
中止）。いずれも9時に❶井田病院2
階会議室❷市民健康の森入り口広場
に集合。❶は古着（Tシャツ2枚）持参。
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
　6月12日㈰。雨天時は19日㈰。8
時に宮崎台駅集合、8時半出発。11
時ごろ武蔵中原駅解散。宮崎台駅～
市民プラザ～武蔵中原駅。約５㌔。
当日直接。 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。

食生活改善推進員養成教室
「健康づくりのボランティア」
　食事や運動などの健康づくりを学習
し、地域のボランティア活動の楽しさ
を体験します。調理実習も（実費負担）。
6月3日、10日、17日、7月1日の 金
曜、13時半～16時（6月17日のみ9時
半～12時）、全4回。区役所別館講堂
（6月17日のみ中原市民館）で。区内
在住の20人。 5月17日から直接、
電話、FAXで区役所地域支援担当☎
744-3268、 744-3196。［先着順］
支援が必要な子どものための
就学児保護者ミーティング
　子どもの発達に不安や悩みを抱え
る小学生の保護者を対象に、発達へ
の理解を深め、関わり方などについて
学びます。6月13日、7月11日、9月
12日、11月14日、12月12日、29
年2月13日の月曜、10時～11時半、
全6回。区役所5階会議室（7月11日
のみ区役所別館）で。小学生の保護者
25人。 5月15日10時から電話で
教育活動総合サポートセンター☎877-
0553（10時～17時）。［先着順］。 区
役所地域サポート担当☎744-3293、
744-3343。

　中原区井田中ノ町に来年度開園す
る地域交流農園での地域交流の方法
を検討するワークショップを区内で開
催します。農作業の体験も。区内在
住の５人。詳細はお問い合わせくださ	
い。 5月25日（消印有効）までに
往復ハガキで〒213-0015高津区梶ケ
谷2-1-7都市農業振興センター☎860-
2462、 860-2464。［抽選］

普通救命講習
　心肺蘇生法やAED(自動体外式除

細動器)の取り扱いを学びます。6月
12日㈰9時～12時。中原消防署4階
講堂で。30人。 5月31日から直
接か電話で市消防防災指導公社（川崎
区小田7-3-1）☎366-2475、 366-
0033。［先着順］
フリーマーケット
　地球に優しいエコ活動の一環として
衣料品、日用品などのフリーマーケッ
トを開催します。５月22日㈰10時～
15時。市民プラザ屋内広場で。雨天
決行。 市民プラザ☎888-3131、
888-3138。
第２期女性硬式テニススクール
　初級者と中級者に分かれ、基本的
な動きや簡単な試合を行います。6月
13日㈪から全9回。市民プラザで。
日程、定員、料金、クラスの目安な
ど詳細はお問い合わせください。
5月17日9時から直接、市民プラ

ザ☎857-8818、 866-0382。［先
着順］

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

　区制40周年を記念して、区民と行政の協働の取
り組みとしてスタートした「なかはらミュージカル」（な
かミュー）。
　今回は、取りまとめ役兼縁の下の力持ち役として、
“なかミュー ”を4年間支える実行委員長、横井史恵
（きゃさりん）さんを紹介します。

　29年3月11日㈯、12日㈰に開催する「なかはら
ミュージカル」の出演者を募集します。
場所　中原市民館
対象	 	区内在住・在勤・在学で小学1年生以上の

80人
※応募多数の場合は公開抽選により参加者を決定

します。1カ月3,000円の参加費がかかります。詳
細はお問い合わせください

6月22日（消印有効）までに往復ハガキに性別、
年齢（学年）を記入し〒211-0004中原区新丸子東
3-1100-12中原区役所生涯学習支援課☎433-
7773、 430-0132。［選考］

　「歌や芝居、ダンスの好きな人、ミュージカルに
興味がある人は、ぜひ“なかミュー ”に参加してくだ
さい！」と体いっぱいの表現で呼び掛けるきゃさりん
さん。区役所生涯学習支援課のイチオシです。

第5回なかはらミュージカル出演者募集

きゃさりんさんの語る
“なかミュー”とは??

　区内の魅力的な人や知られざる場所などを紹介します。

きゃさりんさん

尾島紫穂 地域交流農園の様子大角彩

区役所生涯学習支援課☎433-7773、 430-0132

中原元気クラブ活動日程

※初回無料体験（１種目のみ）実施。会費は中学生以下3,000円／半年（4～9月、10
～3月、途中入会は月割り）。詳細はお問い合わせください。 中原元気クラブ
事務局☎090-9852-6905。受付：各種教室実施時。 http://nakahara-genki.
jimdo.com/
区役所地域振興課☎744-3323、 744-3346。［先着順］

“なかミュー”は地域に密着した手作りのミュージカル！
地域の歴史や風土に由来したオリジナルの脚本、振り付け、楽曲による区
民手作りの市民ミュージカル。生バンドをもちいた本格的な舞台、手作り
の美術・衣装も“なかミュー”の魅力の一つです

ミュージカルは
交流の場！

ミュージカルの実
行部隊は、多様な
表現で舞台活動を
行う「なかはらアク
トストリート」のメン
バーです。各種ボ
ランティアのネット
ワークをフル活用
することで、舞台
の制作に関わる区
民の裾野は広がり、
ミュージカルが区民
の交流の場となって
います

種目 日程 時間 場所

❶ OTOアート
フットボール 5月16日㈪、

30日㈪
15時半～16時半 大戸小学校

校庭❷ OTOサッカー 16時～17時

❸ キッズラン 5月18日㈬、
25日㈬ 15時半～16時半 下小田中小学校

校庭
❹ Saturdayダンス

5月28日㈯
9時～9時50分

大戸小学校
体育館❺ 親子フラ＆タヒチアン 10時～10時50分

❻ バドミントンtime 10時40分～11時半

地域交流農園
ワークショップ参加者
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