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宮前歴史散策
New! ⑫鎌倉街道

新たに

ことしの７月で宮前区は誕生35周年。都会に近いながらも
「ふる
さと」
の面影が残る宮前区には、はるか昔の遺跡・文化もたくさん
残っています。風薫る中、まちを歩いてみると、きっと新たな発見
があることでしょう。
区役所地域振興課☎856-3125、

③菅生

コース

平村

歴史好きや専門家からも評判が高い
「宮前歴
史ガイド」
。旧石器時代から始まる歴史年表や史

コース

⑩王禅寺道

⑥平

コース

もう一つの

①土橋

魅力 農

⑧大山街道
土橋村

コース

⑪御嶽道

跡を落とし込んだ地図など、歴史文化をまとめて
います。また、
「歴史ガイドまち歩きマップ」
では、

谷

が

梶

区内の歴史や文化などを巡る全12コース
（左図）
を紹介しています。ガイド・マップを片手に、遺

②馬絹

崎台

跡や文化を巡ってみませんか。

コース

宮

宮前平

New!

馬絹村

沼

梶ヶ谷村

鷺

農家巡りウォーキング

856-3280

歴史ガイド・マップでまちを巡る

⑦長尾

下菅生村

856-3119）

長尾村

2コースを

追加しました！

5

5 1

農家を巡ります。4時間程度。
日程 ６月２6日㈪ ※荒天中止

東名高
速道路

農マップを片手に、野川・有馬方面の

有馬村

④野川
⑤有馬

コース

野川村

⑨南の横大道

コース

集合 10時に、JAセレサ川崎野川支店
（野川1094-1。

区役所などで配布中

「野川小学校前」
バス停すぐ）
集合
定員 ２０人 持ち物 昼食、飲み物、雨具など
５月１５日から直接か電話で区役所地域振興課☎
856-3125。
［先着順］

みやまえＣ級グルメ2017企画委員会委員募集
宮前区産農産物の活用や、農を通じた地域のコミュ
ニティづくりを目指し、料理教室や

856-1436

28年度コンテストの
グランプリ作品

地域情報誌
「ぐるっとみやまえ」
が
新しくなりました
「ぐるっとみやまえ」
は、区民が企画・
取材し、地域・魅力情報を広く知って
もらい楽しんでもらうための情報誌で
す。 区役所などで配布中。 区ホーム
ページからもダウンロードできます。
区役所企画課☎856-3133、

集合 9時半に初山バス停集合。約３時間のコース 持ち物 飲み物、雨具など 定員 25人
５月１６日から直接か電話で区役所地域振興課☎856-3125。
［先着順］

幅広い世代が地域の
「資源」
を掘り起こし、作成された
「みやま

営します。月1〜２回程度の会議。
☎888-3911、

「宮前歴史ガイド」
を片手に、歴史や文化を探りながら菅生周辺を歩きます。
日程 ６月5日㈪ ※雨天時は6月12日㈪に延期

歴史に関する豆知識も
「みやまえカルタ」

コンテストなどのイベントを企画・運
随時、直接か電話で宮前市民館

ウオーキングイベント
「歴史ガイドでまち歩き」

856-3119

えカルタ」
。 地域資源、まちのスポットに関する豆知識が凝

ジャンボカルタ
も貸し出し中

縮されていて大人も子どもも楽しめます。区役所1階地域振
興課にて販売
（1箱1,000円）
、貸し出しを行っています。
絵札・読み札は区ホームページで公開中

みやまえカルタ

検索

区のあゆみを知る
「みやまえデジタルミュージアム」
公開
区のあゆみを共有し、後世に継承するため、
区ホームページ上に
「みやまえデジタルミュー
ジアム」
を開設しました。過去の写真・資料など
を公開中。 今後、順次追加し、市政だよりな
どでも紹介、活用していきます。
区役所企画課☎856-3133、

856-3119

はじめまして、宮前区長です
お だ じま みつる

4月から宮前区長に就任しました小田嶋 満 です。

第281回

～シャンソンとカンツォーネを
５月のそよ風にのせて～

誕生から今年で35周年を迎える宮前区のキャッチフレーズは、
「人が好き 緑
が好き まちが好き」
です。地域活動がとても盛んな宮前区では、子育て、
スポー
ツ、環境、防犯、福祉などさまざまな分野で地域の方々が熱心に活動を続け、

日時 ５月２３日㈫１２時５分～１２時４５分

現在のまちの姿を築いてきました。 区内には、歴史的に貴重な史跡や古刹、

場所 区役所２階ロビー

東高根森林公園や菅生緑地などの豊かな緑、また畑や農産物直売所なども点

出演 舘野真由花、德永洋明

在し、どこか懐かしいような風景も見られます。

曲目 愛の讃歌、バラ色の人

これからも、区の魅力を大切にしながら、区民の皆様と力を合わせ、人と人
とが温かくつながり、支え合い、そして安全・安心に暮らし続けられるまちとして、
次の世代につないでまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

みやまえロビーコンサート

生他
お

だ じま みつる

小田嶋 満
宮前区長

区役所地域振興課
☎856-3134、

856-3280

舘野真由花

德永洋明

区役所1階には
「記念撮影コーナー」
（区ＰＲキャラクターのメロー・コスミンのボード）
があります。結婚・出生などの届出で来庁された記念に写真を残しておきませんか。

ここからみやまえ区版です

2017（平成29）年

を育てる・支える
宮前区子ども子育て

子どもの成長の様子を知り、実際に関わって、地域
の子どもたちのためにできることを考えてみませんか。

あつまれ!!こども自然探検隊!! 参加者募集

日時 6月9日～8月18日
（8月11日除く）
の金曜、14時
～16時、全10回。8月20日
（日）
の
「夏休み子どもあそ

生田緑地内初山地区の
「とんもり谷戸」
で、自然を守る活動を
している会の皆さんと、森・里山遊び、農作業などを体験します。
コース
開催日
内容
申込期間
田んぼ 6月10日㈯ 田植え体験、ジャガイモ掘り 5月15日
体験 10月22日㈰
~25日
稲刈り体験
6月19日
工作体験 8月13日㈰
竹鉄砲作り、ロープ遊び
~30日

びランド」
にも参加予定

対象・定員 子育て中の保護者30人。保育あり
（1歳〜
1歳半、1歳半〜就学前の各5人。900円。要予約）
ジで宮前市民館☎888-3911、

もに伝授してくれる特技や技術を持つ人
ホール出演者…ダンス・太鼓・バンド演奏など
「子どもが主体｣で
6月16日までに市民館などで配布する申込用紙を直接、

☎888-3911、

菅生保育園

中有馬保育園

日時

6月10日㈯
9時45分～11時半

6月17日㈯
10時～11時15分

200-3925

福祉クラブ生活協同組合による模擬

856-1436

店や活動紹介、チャリティーイベントな

男女平等推進学習企画委員募集

ど。6月4日㈰10時半～14時。宮前市

員を募集。性別による差別のない社会
を築いていくために、思いを講座で伝
えてみませんか。

6月2日までに直

接か電話で。

民館前広場で。当日直接。雨天中止。
福祉クラブ生活協同組合☎︎045547-1400、 045-547-1414。

区役所地域支援担当
☎856-3300、

菅生分館
〒216-0015菅生5-4-11
☎977-4781、 976-3450

認知症を理解する
～早期発見・早期治療のために

856-3237

食育の日キャンペーン～あなたの「う
ちの味」測ってみませんか～
食生活改善推進員がみそ汁の塩分
濃度を測ります。6月19日㈪10時～
11時半。 区役所2階ロビーで。みそ

6月30日㈮13時半～15時半。30

汁50mlを持参し直接。先着200人に

人。 講師：かわさき記念病院
（認知症

手ぬぐいプレゼント。食育活動に関す

専門病院）
長濱康弘医師。

る展示
（6月12日〜19日）
も行います。

6月2日

10時から直接か電話で。
［先着順］

［先着順］

健康づくりボランティア養成講座
食生活改善推進員や運動普及推進

おはなし会

季節にちなんだ絵本やふれあい
遊びの紹介も。 会場へ直接。

場所 こどもサポート南野川
対象 0歳～就学前の子どもと
保護者
区役所保育所等・地域連携
☎856-3290、

所保健福祉センター集団教育ホール
で。20日は調理実習
（実費あり、 宮
前市民館料理室で）
。30人。

5月

15日9時から電話で。
［先着順］

第22回ふくしまつり

30年１月から開催する講座の企画委

話で菅生保育園☎ 977-9320。

11時半

0歳～就学前の子どもと保護者15組
5月15日10時から直接 5月22日12時半から直
か電話で菅生保育園
接か電話で中有馬保育園
[先着順]
☎ 977-9320
☎ 854-0425

健康福祉局庶務課

宮前市民館

５月22日10時から直接か電

日時 ５月26日㈮10時半～

場所

対象・定員

区内を活動拠点とする団体

☎200-2500、

月～12カ月の子どもと保護者7組

たこぶらくだ」
によるおはなし会。

マの参加も大歓迎。近所の家族との交流も。

あそびの達人…折り紙や簡単な手芸、珍しい遊びなどを子ど

申し込み方法は市版5面参照

対象・定員 1回 目 受 講 時に6カ

絵本の読み聞かせグループ
「ふ

パパと一緒に保育園で体を動かして遊びませんか。マ

子どもあそびランド」
を盛り上げませんか。

区のお知らせ

856-1436。
［先着順］

保育園でパパと一緒にあそぼう

8月20日㈰に、市民館全館と市民広場で開催する
「夏休み

856-1436。
［選考］

れます。園児の様子や、保育士

❶❷とも5月16日10時から直接、電話、区ホームペー

856-3237。
［抽選］

「夏休み子どもあそびランド2017」
あそびの達人・ホール出演者募集

宮前市民館☎888-3911、

児に関するさまざまな情報が得ら

場所 菅生保育園

日時 6月13日～7月11日の火曜、10時～12時、全5回

電話、ＦＡＸ
（住所、氏名、学年、電話番号を記入）
で区

栄養士・看護師・保育士から、育

の火曜、13時半～14時半、全３回

「なりたい自分」
に近づくための計画を立てます。

対象・定員 区内在住の小学生
（４年生以下は保護者同伴）
。各15人

保育連続講座
「なないろタイム」

日時 6月20日、27日、7月4日

子育てに追われる日々を送る今の自分を見つめ直し、

9月20日
〜10月3日

02

の関わり方を見ることができます。

対象 おおむね50歳以上の25人

❷「ワタシプロジェクト」第２弾！
〜なりたい自分を描こう〜

時間 いずれも９時半～12時。現地集合・解散

役所地域ケア推進担当☎856-3300、

区 版 みやまえ

No.1160

❶子どもの笑顔と地域をつなぐ

検索

里山遊び 11月12日㈰ 森・里山遊び、サツマイモ掘り

5月1日号

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

第二期（7～9月）開催スポーツ教室
フットサル(幼児、 小学校低学年、

856-3237

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。
フリーマーケット
5月21日 ㈰10時 ～15時。 雨 天 決
行。会場へ直接。
大人の3カ月教室（7月～9月）

小学校高学年、 中学生以上)、 親子

❶プールで筋トレ＆アクアダンス❷

スポーツ(3・4歳)、ピラティス(保育あ

水中歩行＆アクアダンス❸やさしいヨ

り)など33教室の受講者を募集。 費

ガ❹ピラティス❺カラダすっきり健康

用など詳細はホームページか電話で。

体操❻いきいきワクワク健康体操❼ウ

5月31日までに教室名・年齢も記入

ォーターラッシュ❽かんたんボクシン
グ❾はじめて水泳教室❿ポールウォー

し往復ハガキで。
［抽選］

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

水墨画（南画）講座
6月22日～7月13日の木曜、13時
半～15時半、全4回。同センターで。

キング。

6月15日9時から直接市

民プラザ体育施設☎︎857-8818、
866-0382。
［先着順］

市消防防災指導公社
☎366-2475、

272-6699

普通救命講習会

障がい者の自立に向けた相互学習
会「脳の病気とその後遺症を学ぶ」

員、乳幼児健診の保育ボランティア

市内在住60歳以上で全回出席可能な

心肺蘇生法やAEDの取り扱いの講

脳の病気とその予防や後遺症につい

などで活躍しませんか。6月7日、14

10人。 半紙・資料代500円
（希望者は

義と実習。6月11日㈰9時～12時。宮

て体験談も交えて学びます。6月13日、

日、28日の水曜、13時半～16時と

筆、下敷きの購入可）
。

7月11日の火曜、13時半～15時半、

20日㈫9時半～13時、全4回。 区役

ら資料代を添えて直接。
［先着順］

全2回。20人。

5月16日10時から

直接か電話で。
［先着順］
菅生分館まつり
分館の利用団体による展示と発表。
6月3日㈯、4日㈰、10時～16時。菅
生分館と地域子育て支援センターす
がおで。市消防音楽隊とカラーガード
隊によるオープニングコンサート
（3日
10時～10時20分）
も。会場へ直接。

保健福祉
センター

教室・健診案内

日時（受付時間）
プレママ
6月1日㈭9時45分～13時
プレパパ
（9時半～9時45分）
クッキング
❶6月13日㈫❷6月19日㈪
離乳食教室 ❶❷いずれも10時～11時半
(9時半～ )

区役所地域支援担当

5月16日か

856-3237

前消防署で。30人。800円。

5月

26日9時から直接か電話で。
［先着順］
※電話予約は９時から受け付けます

対 象
内容・費用他
［先着順］
妊娠20～33週ごろ 妊娠期に必要な栄養を取ることがで 5月16日から電話で。
で体調の整った妊婦 きる献立の調理実習。離乳食への応
☎︎856-3291
とパートナー10人 用方法も。材料費500円程度
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 ❶5月23日
て。母子健康手帳、筆記用具、抱っ ❷5月29日から電話で。
こひも持参 ※❶❷は同じ内容
☎︎856-3291

6月13日㈫9時〜12時
１歳児
1歳3カ月未満の乳幼
（9時15分～9時半、10時～
歯科健診・歯科相談
歯科健診
児30人
10時15分）

5月15日から電話で。
☎︎856-3264

区内の子育て情報を、地域ポータルサイトやフェイスブック・ツイッターでも発信しています。区ホームページと併せてご覧ください。 問 区役所地域ケア推進担当☎856-3300

