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22万7,125人

9万6,106世帯
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まだまだ暑い日が続きます。こまめな水分・塩分補給で熱中症を予防しましょう。エアコンなども上手に使いましょう。 宮前消防署☎８５２-０１１９

宮前区ホームページ　http://www.city.kawasaki.jp/miyamae/　［区版］は区の情報を中心に掲載しています。

日時　�8月18日㈭12時５分～（開場11時半）
場所　�菅生こども文化センター
出演　パカパーナ（o

オ カ ピ

kapi＆岡本夕佳）
曲目　�さんぽ、アンダー

ザシー他
区役所地域振興課�

☎856-3134、
856-3280

冨平安希子 古賀裕子 伊藤潤 三塚至 山田武彦 阿部未来

みやまえロビーコンサート

＊～スティールパンの音色とパーカッションのリズム～＊
大人も子どもも楽しめる!!
第272回

しあわせを呼ぶコンサート

ブルーベリー…300g、グラニュー糖…100g、レモ
ン汁…大さじ2（30g）

～今回の主役 みやまえの「ブルーベリー」～
実がゴロゴロ！ さっぱりブルーベリージャム

❶鍋に材料全てを入れ、中火で煮る。泡が出てき
たら、あくを取り除き弱火に。時々木ベラで実を崩さないよう
にかき回す❷10～15分煮て、全体的にとろみが出て、かき回
した時に鍋底が見えるようになったら火を止める（冷めると固く
なるので煮詰めすぎない）❸煮沸消毒したビンに入れて完成

作り方

57kcal
（大さじ1杯）

区役所企画課☎856-3133、 856-3119

区内でも
ブルーベリー
の摘み取りが
できるよ！

栄養士
オススメ！
元気が出る
レシピ

材料

響け！第１８回 第１7回

　みやまえの夏を彩る恒例行事、「響け！みやまえ太鼓ミーティング」。和太
鼓の演奏の他、宮崎中学校美術部による「宮前ねぷた」のお披露目、こど
ものいえもも保育園の園児たちのかわいい荒馬踊り、地域の伝統芸能「白
幡八幡大神平囃子」と見どころが盛りだくさんのプログラムです。

　　　　時間　13時50分～17時半　場所　宮前市民館大ホール
大ホールいっぱいに広がる和太鼓の響きを楽しめます。
出演　平保育園、和太鼓仲間�どんどこ、鼓音と楽鼓隊、ひばり太鼓会、
横浜都筑太鼓、和太鼓�蓮、和太鼓チーム�親子DON！！
ゲスト　和太鼓×マリンバ�G

ガ ナ

ONNA
　　　　時間　18時～20時　場所　区役所市民広場
※雨天時は市民館大ホール
かがり火と宮前平中学校美術部が作った提灯が飾られた幻想的な雰囲気
の中、太鼓の力強い演奏が響きます。
出演　大塚太鼓、川崎太鼓仲間�響、野川親子太鼓�大地、和太鼓�里空
区役所地域振興課☎856-3125、 856-3280

第１部

第2部

8
20 みやまえ太鼓ミーティング

～つながろう 太鼓の響と平和の心～

　　　　宮前区内障害者施設・作業所へ通う皆さんによる合唱
曲目　ベートーベン交響曲第9番第4楽章「歓喜の歌」より、
　　　さんぽ、世界に一つだけの花
　　　　プロの演奏家による演奏
出演　ソプラノ：冨平安希子、アルト：古賀裕子、
テノール：伊藤潤、バリトン：三塚至、ピアノ：山
田武彦、神奈川フィルハーモニー管弦楽団（指揮：阿部未来）
曲目　ビゼー／カルメンより「闘牛士の歌」、パッヘルベル／カノン�他

第１部

第2部

「第九」を原語で歌いたい―
ある障害者の男性の願いから生まれた心温まるコンサート

8
31

13時半（開場12時半）

ゲリラ豪雨に注意！
危険な場所からは

すぐ避難！

高い所へ

頑丈な建物の中へ

危険な場所
□崖や斜面（土砂災害の恐れ）
□河川敷や中州（増水や氾濫の恐れ）
□地下室・地下街（水が急激に流れ込む恐れ）
□公園・グラウンドなど開けた場所や木の下（落雷の恐れ）

家族で確認しておきましょう

短時間集中豪雨のサイン
□黒い雲が近づき、急に暗くなる
□雷鳴が聞こえ、雷光が見える
□急に冷たい風が吹く
□大粒の雨やひょうが降り出す

10時〜15時

8 21㈰ 夏休み子ども
あそびランド2016　区全町内・自治会連合会と

区スポーツ推進委員会が、
川崎フロンターレのホーム
ゲーム（アビスパ福岡戦）に、
宮前区民100組（200人）を無
料招待します。
日時　9月10日㈯※時間は�
川崎フロンターレホームページでご確認ください
会場　等々力陸上競技場

8月１8日（消印有効）までに往復ハガキに
必要事項（市版5面）を記入し〒216-8570宮
前区役所地域振興課☎856-3135、 856-
3280。［抽選］。※複数応募不可

川崎フロンターレ公式戦　区民招待

区役所危機管理担当☎856-3114、 856-3119

　氷で自由に遊
ぶコーナー、バ
ルーンアート、オ
リジナル缶バッ

ジ作りなど、楽しいコーナーがたくさん。サ
ポーター（学生ボランティア）も募集中です。
場所　宮前市民館　
費用　無料（一部材料費が必要）
宮前市民館☎888-3911、 856-1436

氷のプー
ル、

ひんやり
きもち

いいな～
♪

okapi 岡本夕佳

響
き 

つ
な
が
る 
み
や
ま
え
の
夏

区役所地域振興課☎856-3134、 856-3280

地域の人たちと一緒に遊んで、
夏の思い出をつくりましょう。

　さまざまな障害のある皆さんが練習を重ね、プロの演奏家、ソリスト
たちと舞台に立ちます。地域の市民合唱団や福祉ボランティアの皆さん
とともに、ステージと会場が一体となって作り上げるコンサートです。
場所　宮前市民館大ホール　定員　当日先着800人（入場無料）

各施設での手作りの
食品・作品などの展示
販売も行います

大久保嘉人選手
©川崎フロンターレ
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蚊の発生を防いで、快適な夏を過ごしましょう。バケツ、植木鉢の受け皿などの水たまりをなくし、家の周りでの蚊対策に取り組みましょう。 区役所衛生課☎856-3270

　9月2日～12月16日の金曜、13時
～14時10分。フロンタウンさぎぬま
で。各回25人。600円。 初回は
８月26日から、２回目以降は開催日１
週間前の金曜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］

宮前市民館
〒216-0006宮前区宮前平2-20-4

☎888-3911、 856-1436

市民自主学級・市民自主企画事業
再募集

　市民の考えた企画（講座やイベント）
を市民館と協働で実施するグループを
募集します。募集要項、企画提案書
は説明の上配布します。 事前に相
談の上、8月31日（必着）までに企画提
案書を直接、郵送、メールで。［選考］

菅生分館
〒216-0015宮前区菅生5-4-11

☎977-4781、 976-3450

市民自主企画事業「認知症の理解と対策」
　９月８日㈭、10月13日㈭、10時～
12時、全2回。30人。 ８月18日10
時から直接か電話で。［先着順］
すがお学びのサロン「やさしいヨーガ」

　９月28日～11月２日（10月12日を除
く）の水曜、19時～20時半、全5回。
12人。100円（保険料）。  ９月10日
10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

第2期ダンススポーツ
　9月10日 ～11月26日（10月29日、

区役所保育所等・地域連携担当
☎856-3290、 856-3237

小学校入学に向けた保護者の相談会
　学校生活の様子を聞き、入学に関す
る悩みを直接小学校の先生に相談でき
ます。9月15日㈭14時半～16時半。
区役所大会議室で。29年4月に入学
する子どもの保護者50人。  ８月16
日９時から直接か電話で。［先着順］
子育て支援センターすがお土曜開所

　8月27日㈯10時～15時半。13時
半～14時半には遊び歌や体を動かし
ながら楽しめる遊びも紹介。就学前
の子どもと保護者。会場へ直接。
11月12日㈯「すがお手つなぎまつ
り」地域スタッフ・出演者募集

　❶スタッフ：中学生以上❷出演者：
10団体程度（個人も可）。 10月
15日までに菅生こども文化センターな
どで配布中の申込用紙を直接かFAX
で同センター☎ 976-0444。［選考］

区役所地域振興課
〒216-8570宮前区宮前平2-20-5

☎856-3125、 856-3280

2月11日㈯まちづくり広場ラブみやまえ
「宮前楽市」参加団体募集
　日頃の活動成果の発表や交流のイ
ベント。区内の市民活動団体30団体
程度。10月7日㈮か12日㈬の相談会
に参加必須。詳細は区役所などで8
月16日から配布するチラシ兼申込用
紙をご覧ください。 ９月30日(必
着)までに申込書を直接、郵送、FAXで。

［抽選］

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

11月12日を除く）の土曜、全10回。
❶ベーシック：9時半～11時20分❷ス
テップアップ：12時～13時50分。❶
❷いずれも男女各30人。12,340円。

9月3日から直接、市民プラザ
体育施設フロント☎857-8818、
866-0382。［先着順］
「趣味の教室」新規受講者募集
　華道、書道、陶芸、太極拳、ヨガ
など24講座29教室。月4,110円～。
月単位で始められます。随時募集。
詳細はお問い合わせください。

宮前スポーツセンター
〒216-0011宮前区犬蔵1-10-3

☎976-6350、 976-6358
www.miyamae-sc.com

10～12月開催スポーツ教室
　ヨガや格闘エクササイズ、キッズダン
スなど31教室の受講者を募集。親子ス
ポーツやピラティスなど保育付きの教室
も。詳細はホームページか電話で。

区役所地域支援担当 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
日　程 時間（受付時間） 対　象 内容・費用他

プ
レ
マ
マ・プ
レ
パ
パ

ク
ッ
キ
ン
グ

9月1日
㈭

9時45分～
13時

（9時半～
9時45分）

妊娠20～33
週ごろで体
調の整った
妊婦とパー
トナー10人

妊娠期に必要な栄養
を取ることができる
献立の調理実習。離
乳食への応用方法も。
材料費500円程度

8月19日から
電話で。［先着順］
☎856-3291

離
乳
食

教
室

❶9月
12日㈪
❷9月
26日㈪

❶❷いずれも
10時～11時半

（9時半～）
※❶❷は同じ
内容

4～5カ月
児と保護者
各回40組

離乳食の始め方や進
め方について。試食
あり。母子健康手帳、
筆記用具、抱っこひ
も持参

❶8月22日
❷8月29日
から電話で。

［先着順］
☎856-3291

幼
児
食

教
室

9月6日
㈫

10時～11時
（9時45分～）

1～1歳6カ
月児と保護
者30組

幼児期の食生活につい
て。おやつの試食、歯
科相談あり

8月18日から
電話で。［先着順］
☎856-3291

１
歳
児

歯
科

健
診

9月13日
㈫

9時～12時
（9時15分～9時半）
（10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
8月22日から
電話で。［先着順］
☎856-3264

禁
煙

相
談

9月2日
㈮ 13時半～

関心がある
人、禁煙し
たい人４人

呼気ＣＯ検査、ニコチン
依存度チェック、禁煙方
法についての学習など

8月19日から
電話で。［先着順］
☎856-3263

宮前のまちの魅力を再発見しませんか

第３５回宮前区民祭出店・出演団体募集

　ことしの区民祭は、区役所・市民館周辺を会場
に、10月16日㈰に開催します。
❶出店　50ブース程度。応募資格は、宮前区
内福祉団体・公益団体・商店街連合会加盟店、そ
の他実行委員会が認めた団体
❷舞台出演　区内の団体

８月22日(消印有効)までに申込用紙を直接か

郵送で❶出店…〒216-8570宮前区役所地域
振興課☎856-3135、 856-3280。［選考］❷ 
舞台出演…〒216-8570宮前区役所高齢・障害
課☎856-3244、 856-3163。［選考］。
※詳細は区役所、出張所で配布中の申込用紙を
ご覧ください。区ホームページからもダウンロー
ドできます

❶❷いずれも８月23日（消印有効）まで
に往復ハガキに必要事項（市版5面）を記入し
〒216-8570宮前区役所地域振興課（区観光協
会事務局）☎856-3135、 856-3280。［抽選］

　区の魅力を発信する「観光ガイド」になりませ
んか。
日時　 9月14日、28日、10月12日、26日、11

月9日、30日、12月14日の水曜午前（２
時間程度）、全7回

場所　区役所会議室他
定員　原則として全回参加可能な25人
費用　一般2,000円、観光協会会員1,000円

❶宮前区観光ボランティア養成講座

日時・コース　表参照。距離は3～5.5km。いずれ 
　　　も9時～12時半。現地集合解散。荒天時は 
　　　１週間後に延期
定員　原則として全回参加可能な25人
費用　一般6,000円、観光協会会員3,000円

❷宮前区再発見・見て・聞いて歩こう

開催日 コース
9月20日㈫ 能満寺から御嶽山神社

10月18日㈫ シーボン化粧品見学と古道を歩く
11月15日㈫ 枡形城址へ稲毛三郎の足跡を辿る
12月20日㈫ 北部市場・水沢の分水嶺

29年2月21日㈫ 花桃と馬絹古墳
3月21日㈫ 国史跡指定「橘樹官衛遺跡」を訪ねて

　地域課題の解決に向けて議論する区民会
議の第６期がスタートしました。総勢20人の委員で、
2年間、調査や話し合いを行い、区長に提案します。
会議はどなたでも傍聴できます。詳細は区ホームペー
ジをご覧いただくか、お問い合わせください。

区役所企画課☎856-3133、 856-3119

第６期スタート区 民 会 議

８月31日(必着)までに往復ハガキに必要
事項（市版5面）を記入し郵送で。［抽選］

アリーノ
（有馬・野川生涯学習支援施設）

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

夏休み子どもフェスタ
　模擬店や体験コーナー、移動式プラ
ネタリウム、お化け屋敷など。人型ロ
ボットP

ペ ッ パ ー

epperも来場。８月21日㈰10
時～15時。アリーノで。会場へ直接。

宮前老人福祉センター
（宮前いきいきセンター）
〒216-0033宮前区宮崎2-12-29

☎877-9030、 877-9232

後期講座（10～3月）受講者募集
　60歳以上対象の初心者向け講座。
編み物や体操など9講座。詳細はお問
い合わせください。  ８月18日までに
本人が82円切手を持参し直接（9時～
16時）。１人１講座のみ。［抽選］

敬称略　◎委員長　○副委員長

氏名 団体名など
川田　和子 宮前区自主防災組織連絡協議会
老門　泰三 社会福祉法人宮前区社会福祉協議会　
大木　次郎 宮前区スポーツ推進委員会
老門　聰子 宮前区子ども・子育てネットワーク会議
中里　文雄 宮前区民生委員・児童委員協議会
椿　雅美 宮前区地域教育会議
影山亥史郎 グリーンフォーラム２１みやまえ世話人会
砂川　徹夫 宮前区商店街連合会
中村布佐子 宮前区文化協会
山田　桂 宮前区全町内・自治会連合会（宮前地区）
黒澤　克實 宮前区全町内・自治会連合会（向丘地区）
田辺洋一郎 宮前区まちづくり協議会
滝本　久美 みやまえ情報ラボ
山部　清美

公募荒川　洋子
大久保正克
佐藤　貴房
葛西　育子

区長推薦青柳　和美
小田　育子

◎

○

○

秋期ポールウォーキング教室

会
議
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子
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