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25万1,195人

12万5,651世帯

　資源化処理施設、メ
ガソーラー展望スペー
ス、 エコ暮らし未 来
館、コアレックス三栄
(ミックスペーパーリサ
イクル工場)を巡り、エ
コについて学ぶバスツ
アーです。川崎港巡視
船「あおぞら」への乗船
体験も実施します。
日時　12月27日㈫9時～17時
対象　区内在住か在学の小学4～6年生とその保護者、20組40人

11月22日(必着)までにハガキかFAXに①氏名・ふりがな②12月27日時
点の年齢③学校名④住所⑤電話番号を記入し〒211-8570中原区役所企画
課☎744-3163、 744-3340。［抽選］

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：なかはらゆめ区民祭、ボランティア
デー、コスギフェスタ、丸子の渡し祭り他

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

なかはらメディアネットワーク 11月
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

「きて・みて・遊んで 支え合う笑顔の輪」をテーマに、子育て中の家族が楽しく交流するイベントです。

　元コナミスポーツクラブ体操競技部主将、2010年、
2011年と世界選手権団体総合で銀メダルを獲得した
小林研也さんが教える小学生対象の体操教室です。
日時　12月6日㈫
　　　❶16時～17時15分❷17時45分～19時
場所　とどろきアリーナ(等々力1-3)
対象　❶1～3年生、30人❷4～6年生、30人
参加費　1,000円

11月21日(必着)までに往復ハガキに①氏名・ふりがな②学年③住所④
電話番号を記入し〒211-0052中原区等々力1-3とどろきアリーナ。［抽選］ 

区役所地域振興課☎744-3323、 744-3346

区役所保育所等・地域連携担当☎744-3285、 744-3196

　「園生活」をテーマに区内認可
保育園の年長児が作ったさまざ
まな作品を展示します。どの作
品にも、キラキラと輝く夢や希
望がたくさんつまっています。
　ぜひ、見に来てください！
日時　11月17日㈭15時～17時、18日㈮～23日㈬9時半～17時
場所　市民ミュージアム3階ミュージアムギャラリー　※21日㈪は休館

中原区内認可保育園年長児作品展

保育所等
地域連携

実行委員長の
岩田夕

れりあ
蘭さん

ステージのスケジュール　
10：15 ～　ひとみ座による人形劇
10：50 ～　キッズパフォーマンスダンス
11：10 ～　チアリーディング
11：30 ～　ミニコンサート
　　　　　（吹奏楽）
12：00 ～　なかはら親子体操
　　　　　(ミミケロはっぴぃダンス！)
13：00 ～　フラメンコ
13：20 ～　ミュージカルコンサート
13：45 ～　食育フロンターレ講座
14：15 ～　チアリーディング

コーナー
●つくってあそぼう
●絵本の読み聞かせ
●おもちゃの病院
●乳幼児用品のリサイクル
●子育ておしゃべり
●記念手形作り
●バルーンアート
●大道芸
●出店
　（さまざまな飲食店）
　他にも盛りだくさん

　10周年をむかえた昨年は、約2,500人の方にご
来場いただきました。子育ては楽しいときばかりで
はなく、大変なこともありますが、頼れる人や頼れ
る場所が区にはたくさんあります。このフェスタを
きっかけに、子育てに関わる地域のさまざまな活
動を知っていただけたらうれしいです。ぜひ、お
子さんと一緒に、ご家族の方も楽しい時間を過ご
しにお越しください。

区役所地域ケア推進担当☎744-3257、 744-3196

コアレックス三栄

「あおぞら」乗船場所

資源化処理施設
エコ暮らし未来館

←「あおぞら」運行コース

※荒天時は内容変更の可能性あり

臨海部で学ぶ、親子エコツアー

11 26
10時～15時

区役所1・4・5階、
区役所前広場

中原区子育てイメージ
キャラクターミミ・ケロ
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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

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

市民健康の森
　❶11月20日㈰…どんぐり工作会❷
12月11日㈰…落ち葉かき、バザー。
❶井田病院2階会議室❷市民健康の
森入り口広場、ともに9時集合。❷
のみ雨天中止。❷のみ軍手持参。
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。
生ごみリサイクルでたい肥を作ろう

　10月に開催した講座の後編。復習も
行い、初めての人にも分かりやすく説
明します。12月3日㈯10時～11時半。
区役所5階会議室で。 11月15日
から直接か電話で区役所地域振興課☎
744-3324、 744-3346。［先着順］
歩こう会

　12月11日㈰。8時に東京メトロ南
北線溜池山王駅集合、8時半出発、
11時ごろ皇居解散。溜池山王駅～国
会前庭園～皇居。約5km。当日直接。
雨天時は18日㈰。 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。
第145回中原区役所コンサート

　12月14日㈬12時10分～13時(開場
11時半)。区役所5階会議室で。出演：
小
こ せ き

関郁
ふみ

（東京交響楽団ヴァイオリン奏
者）、大

おおぶし

伏啓
け い た

太（ピアノ奏者）。保育あ
り(要予約)。 区役所地域振興課☎
744-3324、 744-3346。
耳の不自由な人のための健康学習会

　インスタント食品や外食の上手な利
用について、栄養士による講演会とグ
ループワークを行います。手話通訳、
要約筆記あり。11月29日㈫、12月
13日㈫、13時半～15時半、全2回。
聴覚障害者情報文化センターで。30
人。 11月15日から電話かFAX（手
話通訳・要約筆記希望の有無も記入）で
聴覚障害者情報文化センター☎798-

8802、 798-8804。［先着順］
あなたの人生設計を見直そう！
〜50代からのライフプランニング〜

　退職後を見据えたライフプランを設
計し、今後の生き方を考える講座で
す。12月4日、11日、18日、1月8
日、15日の日曜、10時～12時、全5
回。中原市民館で。25人。 11
月15日から電話かFAXで中原市民館
☎433-7773、 430-0132。区ホー
ムページからも申し込み可。［先着順］
クリスマスツリー型ポシェットを
つくろう！

　12月3日㈯、4日㈰、10時～16時（各
日60分前最終受付）。市民プラザで。
各日80人。1,200円（1作品、材料費
込）。5歳未満保護者同伴。 11月
15日から直接か電話で市民プラザ☎
888-3131、 888-3138。［先着順］
小・中学生
冬休みスキー＆スノーボード教室

　12月21日 ㈬ ～1月6日 ㈮、 全12
コース。各コースの日程、内容、料
金などについてはお問い合わせくださ
い。スノーヴァ溝の口－Ｒ246(高津区
下作延5-28-1)で。 各コース28人。

11月25日（必着）までに往復ハガ
キで〒211-0051中原区宮内4-1-2川
崎市スポーツ協会☎739-8844、
739-8848。［抽選］
❶上級救命講習 ❷普通救命講習

　❶12月11日㈰9時～18時❷12月
12日㈪13時半～16時半。中原消防
署講堂で。❶❷ともに30人。 ❶
11月28日から❷11月29日から電話
かFAXで市消防防災指導公社☎366-
2475、 272-6699。［先着順］
等々力緑地 意見募集

　等々力緑地で整備を予定している
「じゃぶじゃぶ池」のイメージプラン
について意見募集を行います。11月
15日㈫～30日㈬。資料閲覧、意見
提出場所：等々力緑地テニスコートク
ラブハウス、区役所正面玄関ロビー。
市ホームページからも可。 建設緑
政局等々力緑地再編整備室☎200-
2408、 200-3973。

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月～9月、
10月～3月、途中入会は月割り）

中原元気クラブ事務局☎ 090-9852-6905（受付：各教室実施時）、 http://
nakahara-genki.jimdo.com/ ［先着順］

区役所地域振興課☎744-3323、 744-3346

教室名 内容 日程 時間 場所

❶ OTOアート
フットボール

ボール運動を中心とし、ス
ポーツ万能になるきっかけ
作りを目指します

11月28日、
12月5日、
12日、19日
の月曜

15時半～
16時半 大戸

小学校
校庭❷ OTO

サッカー
高学年を対象とし、試合を
中心に個とチームワークを
磨くことを目指します

16時～17時

❸ キッズラン
運動の基本であるランニン
グで、楽しく基礎体力の向
上を目指します

11月16日、
30日、12月
7日、14日、
21日の水曜

15時半～
16時半

下小田中
小学校
校庭

❹ Saturday
ダンス

かっこいいダンスのフリを
マスターし、地域の発表会
出演を目指します

11月19日、
12月10日、
17日の土曜

9時～
9時50分

大戸
小学校
体育館

❺ 親子フラ＆
タヒチアン

ゆったりとした音楽に合わ
せ身体を動かそう

10時～
10時50分

❻ バドミントン
time

自由にバドミントンを楽し
む時間です。親子や友達同
士で試合も楽しみましょう

10時40分～
11時40分

相談名 相談内容 日時 相談員

市民相談 市民の相談の総合的な案内 月～金曜、
8時半～17時

市職員
市民相談員

弁護士相談※ 不動産、金銭トラブル、相続、親族
などの問題

火曜、9時半～11時半
（9時から受付） 弁護士

弁護士交通
事故相談

交通事故の被害者などへの法律上
の指導・助言（予約制☎200‐3939）

第3火曜、
13時～16時 弁護士

司法書士相談
（クレジット・

サラ金、
相続等相談）

多重債務相談、相続・遺言・成年後
見、不動産登記と手続きなどの相
談、その他くらしの問題に関するア
ドバイス（予約制☎200‐3939）

第1木曜、
13時～16時 司法書士

司法書士相談
相続、遺言、成年後見、不動産登
記と手続きなどの相談、その他く
らしの問題に関するアドバイス

第3木曜、
13時～16時

（12時から受付）
司法書士

行政書士の
相続・遺言・

成年後見相談
遺産分割協議書、遺言書、任意後
見契約書などの書き方

第2火曜、13時～16時
（12時から受付） 行政書士

労働相談 働く人の労働条件、会社での困り
ごと

月～金曜、8時半～12
時、13時～15時（電話
相談可☎744-3156）

専門
相談員

税務相談

税に関する一般的な相談、各種税
金の計算方法、申告書の書き方な
どの相談

第4木曜、13時～16時
（12時から受付） 税理士

税に関する一般的な相談 月・水・金 曜、10時 ～
12時、13時～16時

税務
相談員

宅地建物
相談 宅地建物の売買や契約など 第2火曜、13時～16時

(12時から受付)
宅建

協会員

住宅相談 家の新築、増・改築、修理など 第3火曜、9時～12時 専門
相談員

シルバー人材・
いきいき相談

高齢者の就業相談、会員登録、仕
事の受託について

第1・3・5月、水・金曜、9
時～12時、13時～16時

専門
相談員

人権相談 人権に関する問題など 第2木曜、13時～16時
(12時から受付)

人権擁護
委員

行政相談 国の行政機関等の業務に対する
意見、要望

第2木曜、13時～16時
(12時から受付）

行政相談
委員

困った時は　区役所相談窓口へ

※弁護士相談は弁護士が問題解決に向け法的助言をいたします。紛争相手との交渉、
書類の作成、審査など相談の対象にならないものもあります。また、希望者が多い
場合は相談が受けられないこともありますので、詳細はお問い合わせください

　下記の相談内容について専門の相談員が応じています(市民相談除く)。
区役所地域振興課☎744-3153、 744-3346

　多摩川の流れを感じながら自分のペースで走るマラソン大会です。
日時・種目　12月4日㈰❶小学4～6年生…3km❷中学生以上…5km❸中
学生以上…10km。❶は8時半❷❸は9時15分受付開始。雨天中止
集合場所　丸子橋第3広場(多摩川河川敷・東急東横線高架上流側)

11月18日(必着)までに直接か往復ハガキ(1人1枚)に❶氏名・ふりがな
❷住所❸電話番号❹年齢(学年)❺性別❻種目❼参加にあたっての制約(「参
加にあたり健康管理に十分配慮し、傷病・事故・紛失等に対して自己責任
で参加する」など)を記入し〒211-
8570中原区役所地域振興課☎
744-3323、 744-3346。区ホー
ムページからも申し込めます。
※小・中学生は上記事項に加えて、
保護者か団体責任者が本人の参加
を承諾する旨の記入と署名をして
ください

29年度市民提案型事業の募集
　市民活動団体などから地域の課題解決に
向けた事業提案を募集し、審査委員会で選
考の上、提案団体に事業を委託します。事
業費は上限50万円程度(1事業あたり)。

1月5日(必着)までに募集案内にある所
定の提案書を直接、区役所企画課☎744-
3149、 744-3340。［選考］
※詳細は区役所、市民館などで配布中の募
集案内か区ホームページをご覧ください

　市民提案型事業の説明に
加え、市民活動の事業企画
立案のコツなどをお話しし 
ます。
日時　11月29日㈫14時～
15時10分（開場13時45分）
場所　区役所5階会議室
定員　当日先着30人

説明会


