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4月は区役所窓口が混雑します。混雑状況は、区ホームページから確認できます。住民票や印鑑証明などは、鷺沼行政サービスコーナー（鷺沼駅北口すぐ☎852-8471）も便利です。

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。

（平成29年3月1日現在）

22万8,298人

9万6,554世帯

シニアの絵本
読み聞かせ講座

春は
　区役所の隣には、市民館と図書館からなる「宮前文化

センター」があり

ます。自分の住むまちで学び・集い・つながる楽しさを、「
市民館」で発見し

てください。 宮前市民館☎888-3911、 856-1436

新しいことを始める

チャンス！

みやまえロビーコンサート
～ピアノとチェロの優しく深い音色に魅せられて～
第280回

日時　４月２５日㈫１２時５分～１２時４５分
場所　区役所２階ロビー
出演　レ・クロッシュ　姉弟デュオ [宇

う

宿
すく

真紀子（ピアノ）＆宇宿直彰（チェロ）]　
曲目　ロマンス（フォーレ）、アルペ
ジョーネ・ソナタ（シューベルト）他

区役所地域振興課☎856-3134、 856-3280

　まちづくり協議会は、行政とのパートナーシップのもと、魅力ある
まちづくりを目指して活動する区民主体の組織です。得意なことを
まちで活かす喜び、活動を通して仲間ができる喜びを実感できます。
あなたが暮らすまちでできることから始めてみませんか？
対象　区内在住・在勤・在学または区内に活動拠点を持つ団体・グ
ループに所属する５０人程度　任期　６月から２年間（再任も可）

５月３１日（必着）までに、区役所などで配布中の申込書を直接、
郵送、FAXで〒216-8570宮前区役所地域振興課☎856-3125、 856-3280。［選考］

まちづくり協議会
「花とみどりの委員会」

日時　 ４月15日㈯、16日㈰ 
10時～16時半

　市民館全館を使って開催される、
年に一度のサークル祭。舞台での発表や作品展示、大ホー
ルでは、洗足学園音楽大学によるオペレッタ「こうもり」
の特別公演もあります。会場へ直接お越しください。
※特別公演は4月15日㈯16時～（15時半開場）

みやまえJAM２０１７

　市民館には、スポーツ、音楽、文化系など約40
のサークルが登録しています。サークルの情報は、
市民館２階ロビーの掲示板や、３階の受付で案内し
ています。「いつかやってみたい」と思っていたこと。
この春から始めてみませんか。

　市民館では、子育てのこと、地域のこと、平和
のことなど、幅広い講座を開催しています。区民
の皆さんが企画提案し運営する講座もあります。
　講座をきっかけに、新しいグループを立ち上げ
て、やりたかったことをかなえる人たちもいます。

　市民館では、講座やイベント
の企画に参加することもできま
す。集まったメンバーで、ひと
つのものを作り上げて行くやり
がいや楽しさは、格別です。

❶❷は4月1日10時から❸❹
は随時、直接か電話で。

　市民館事業のボランティアとし
て関わる皆さんもいます。例えば、
外国から来た人が日本の生活や
日常会話を学ぶ「識字・日本語学
級」では、日本語ボランティアや、
学習中に子どもを預かる保育ボラ
ンティアが活躍しています。

〜趣味を楽しむ・仲間ができる〜

〜誰かの笑顔がうれしい〜

サークルに
参加する

ボランティアで活動する

みやまえウィンズサポーター募集

　軽度の知的障がいがある人と交流しな
がら、工作をしたり、バスで外へ出掛けた
りして活動します。毎月第2日曜（4月と8
月を除く）、全10回。第１回は5月14日㈰
10時～15時予定。宮前市民館で。

５月13日までに直接か電話で。［選考］

イベントの企画（運営）委員募集

❸「夏休み子どもあそびランド」8月20日㈰
　子どもから大人まであそびを通じて交流
する一大イベント。8回程度の会議に参加で
きる人。
❹「みやまえ子育てフェスタ」10月21日㈯
　乳幼児親子の交流の場と情報交換のフェ
スタ。月3～4回程度の企画会議に参加でき
る人。子ども連れでも参加できます。

市民自主学級企画委員募集

❶�「わが町の発見とコミュニケーション・
ウォーク」（連続講座）

　まち歩きを通じて、まちの歩き方や宮前区の
歴史を学ぶ講座（秋以降、全８回予定）を企画。
❷「一緒に歌おう　子育てしよう」（連続講座）
　合唱を通じて子育て仲間を作る講座（秋以
降、全10回予定）を企画。

〜世界が広がる・見えてくる〜

講座で学ぶ

〜つくりあげる喜び・充実感〜

企画に関わる

市民館ロビーでの
「Caféみやまえ」

宮前市民館菅生分館  
菅生5-4-11☎977-4781、 976-3450
アリーノ（有馬・野川生涯学習支援施設） 
東有馬4-6-1☎853-3737、 853-3746 菅生分館 アリーノ

地域性豊かなイベントや活動が盛りだくさん

じゃんじゃん（Ｊ）、集まって（Ａ）、
学び合おう（Ｍ）

市民館は、皆さんの「学びたい・やってみたい」を応援します！ 講座
やイベントの情報は、市民館だよりや区ホームページでもお知ら
せしています。2階市民ギャラリーでは、週替わりで作品展示が
楽しめます。まずはお散歩がてら、気軽に足を運んでみてください。宮前市民館　

小林職員

作品展示

子育てフェスタ企画委員
の旭さん

子どもの声がB
GMの、

にぎやかな企画
委員会です。

委員になって知
り合いが

たくさんできま
した！

こちらを

チェック！

講座を通して自分も活動したいという
思いが強くなり、夢を実現しました！

読み聞かせボランティア

コミュニティ・
カフェ講座

宮前区まちづくり協議会　第１０期委員募集

こちらも注目！
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毎月第４土曜の9時～11時、区役所１階でごみ集積所や不法投棄などの相談、古着・新聞・雑誌・段ボール・牛乳パック・蛍光管などの回収を行っています。問宮前生活環境事業所☎866-9131

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教室・健診案内保健福祉
センター

日時（受付時間） 対　象 内容・費用他 ［先着順］
プレママ
プレパパ

クッキング

5月11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

4月17日から電話で。
☎856-3291

離乳食教室
❶5月15日㈪❷5月30日㈫
❶❷いずれも10時～11時半

（9時半～）

4～5カ月児と
保護者

各回40組

離乳食の始め方やすすめ方につい
て。母子健康手帳、筆記用具、抱っ
こひも持参※❶❷は同じ内容

❶4月24日
❷5月8日から電話で。
☎856-3291

幼児食教室 5月9日㈫10時～11時
（9時45分～）

1～2歳1カ月の
子どもと保護者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

4月18日から電話で。
☎856-3291

１歳児 
歯科健診

5月16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 4月17日から電話で。

☎856-3264

の人、今後始めたい人の情報交換と
交流。5月22日㈪10時～12時。 宮
前市民館で。 親子30組。 4月17
日10時から直接、電話、FAXで。［先
着順］

区役所保育所等・地域連携担当
☎856-3290、 856-3237

親と子の子育て応援セミナー
　栄養士・看護師・保育士・先輩ママか
ら、育児について学びます。5月15日、
29日、6月5日、12日の月曜、10時
半～11時半、全4回。地域子育て支
援センターすがおで。初回受講時に5
カ月～1歳2カ月の子どもと保護者25
組。 4月18日9時から直接か電話で。

［先着順］
保育連続講座「つくしんぼサロン」

　保育園児の様子や保育士の関わり
方を見ながら、育児について学びま
す。5月31日～6月14日の水曜、13
時半～14時半、全3回。中有馬保育
園で。初回受講時に4カ月～10カ月
の第一子の子どもと保護者6組。 5
月8日12時半から直接か電話で中有
馬保育園☎ 854-0425。［先着順］
地域子育て支援センター土曜開所

　4月22日㈯10時～15時半。 地域
子育て支援センターすがおで。就学

教育委員会文化財課
☎200-0403、 200-3756

古
こ さ つ

刹・影
よ う ご う じ

向寺の遺
い ほ う

芳に親しむ
　影向寺や国史跡・橘

たちばなかんが

樹官衙遺跡群の
歴史を学びます。6月13日、20日、27
日の火曜、14時～16時、全3回。影
向寺で。50人。6,000円。 4月16日
から5月31日（必着）までに必要事項（市
版5面）を記入し、往復ハガキで影向寺
〒216-0001宮前区野川419。［抽選］

区役所地域振興課
☎856-3125、 856-3280

まちづくりウオーキング「坂道ウオー
キング！新緑の野川を歩きませんか」

　区内のまちづくりに関わる団体や施
設を訪ねて、約3時間、4kmを歩きま
す。5月26日㈮13時半、野川台公園
前バス停集合（雨天中止）。20人。
4月17日から直接か電話で。［先着順］

区役所地域ケア推進担当
☎856-3300、 856-3237

子育てグループ交流会
　区内乳幼児親子グループで活動中

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

前の子どもと保護者（小学生不可）。

菅生分館
☎977-4781、 976-3450

家庭・地域教育学級「ママも赤ちゃ
んも♪ みんなで、にっこり♪」

　5月25日 ～7月6日 の 木 曜、10時
～12時、 全7回。 菅生分館で。28
年4月～29年3月生まれの第１子の子
どもと保護者15組。1,700円（保育
保険料など）。 5月11日10時から
直接か電話で。［先着順］

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

アリーノ子ども映画会
　5月3日㈷11時～12時。アリーノで。

「忍たま乱太郎」「はらぺこあおむし」

他。100人。 4月15日から直接か
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

　いずれも市民プラザで。詳細はお
問い合わせください。
「趣味の教室」新規受講生募集
　書道・フラワーデザイン・陶芸・コーラ
ス・太極拳など23講座28教室。
フリーマーケット出店者募集  

　5月21日㈰10時～15時。50店程
度。出店料1,500円。業者の出店不
可。高校生以下は保護者同伴。 4
月20日（必着）までに必要事項（市版5
面）と当日の参加人数、車の有無（1団
体1台）、販売種目（食品不可）も記入
し往復ハガキで。［抽選］

今年度の区役所の取り組み うぇるかむクラス 参加者募集

内容　親子で遊ぼう、自己紹介、地域の子育て情報交換　ほか
対象　❶❷のいずれかに当てはまる0歳～おおむね3歳の子どもと保護者
❶28年7月以降に宮前区に転入した人
❷もっと地域のことを知りたい、地元の知り合いを増やしたい人

4月18日10時から直接か電話で宮前市民館
☎888-3911、 856-1436。［先着順］

※指定会場以外での参加もできますので、申し込み時にご相談ください

会 場 日 時 対 象 地 域 定 員
宮前市民館 6月9日㈮

10時～11時半
梶ケ谷、馬絹、宮崎、けやき平、小台、土橋、
神木、宮前平、野川 60組

有馬・野川生涯
学習支援施設

（アリーノ）
6月16日㈮

10時～11時半 有馬、東有馬、鷺沼 30組

地域子育て支援
センターすがお

6月23日㈮
10時～11時半

犬蔵、南平台、平、神木本町、五所塚、白幡
台、初山、菅生、菅生ケ丘、水沢、潮見台 30組

宮前区役所地域みまもり 
支援センターに

お気軽にご相談ください

子育て・健康づくり
介護予防など…

☎856-3302、 856-3237

市バスからのお知らせ

　登戸駅（生田緑地口）～
菅生車庫の路線を一部、
宮前平駅や宮前区役所ま
で延伸しました。

※詳細はバス停留所のお知らせ、市バスホームページをご覧ください
交通局運輸課☎200-3232、 200-3946
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地域活動の担い手・ネットワーク・場づくり　 
 ……………………………………… 1,262万円
　地域活動を担う人材育成のための講座や、多
世代が交流するイベントの開催、市民活動団体
への支援などを進めます。

心がつながり、互いに支え合う地域の輪づくり ………………… 837万円
　地域包括ケアシステムの構築に向けて、多様な主体と連携したシンポ
ジウムやワークショップなどを開催します。

区民との協働による安全・安心で、快適なまちづくり ………… 1,412万円
　地域防災力を強化するために、地域の
人や関係機関と連携を図り、実践的な「宮
前区総合防災訓練」などを実施します。

その他の取り組み
多様な地域資源を活かしたまちづくり ………………………… 1,163万円
地域における、切れ目のない子ども・子育て支援 ………………… 984万円
区の新たな課題即応事業 …………………………………………… 500万円
道路の維持補修 ……………………………………………………43,472万円
公園緑地・街路樹の維持管理 …………………………………… 6,456万円

区役所企画課☎856-3136、 856-3119

　29年度の予算・事業が決定しました。区民の参加と協働により、地域の
抱える課題解決や地域の特性を活かした取り組みを実施します。詳細は区
ホームページをご覧ください。

　28年度に実施した路線
バス社会実験の検証結果
に基づき、市バスと東急
バスが共同で本格運行を
開始しました。

子どもと一緒に
地元でもっとつながろう！

登戸駅～宮前平駅・宮前
区役所前の運行開始

向ヶ丘遊園駅～
たまプラーザ駅の

本格運行開始

登05 た83


