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（平成29年8月1日現在） 25万3,728人 12万7,795世帯

 上平間第２町会のミ
ニデイサービスは今年
でなんと16年目。合
唱や体操の後はお茶を
飲んで楽しい時間を過
ごしています。

区役所地域ケア推進担当☎744-3239 744-3196

地域で活躍する皆さんの活動を紹介します！

秋

ここに注目！ ここに注目！

ここに注目！
ここに注目！

 チームの魅力  チームの魅力

 チームの魅力 チームの魅力

2016／2017シーズンV・プレミアリーグ優勝！
　総合力と団結力に優れているチームで、非常にまとまりがあります。
　戦術面においても「堅守速攻」をモットーに他のチームには見られないバレー
ボールスタイルに注目してください。

　今シーズンのスローガンは「PROVE IT」。証明するという意味の
スローガンを掲げ、新たに宜本キャプテンのもと、フロンティアーズが日本一
のチームであること、選手それぞれが1st（スターティングメンバー）であること、
それを取り組みで証明します。

　高確率なシュートとスピード感あふれるアグレッシブなバスケッ
トボールを展開していきます。応援してくださる人に勇気と感動を与えられる
よう、チーム一丸となって頂点を目指します。

　昨シーズン、Bリーグ、天皇杯とも準優勝の川崎ブレイブサンダー
スは、今季こそタイトルをという強い思いで新シーズンに臨みます。
　主力選手の顔ぶれは変わらず、持ち味であるチームワークを生
かしたバスケットボールをより進化させます。

2017（平成29）年  9月1日発行

中原区に縁のある「かわさきスポーツパートナー」を紹介します！
秋から開幕する新シーズン。さっそく見に行きませんか？

区役所地域振興課☎744-3324 744-3346

 試合スケジュール（詳細はHPへ）  試合スケジュール（詳細はHPへ）

 試合スケジュール（詳細はHPへ） 試合スケジュール（詳細はHPへ）

　30年３月中旬まで、基本的に土・日曜に試合が行われます。とど
ろきアリーナでは11月18日㈯、19日㈰にホームゲームが開催され
ます。

　基本的に隔週土・日曜で試合が行われます。富士通スタジアム
川崎では9月10日㈰、23日㈷にゲームが開催されます。

　30年3月まで、基本的に土・日曜に試合が行われます。とどろき
アリーナでは11月4日㈯・5㈰、30年１月20日㈯・21日㈰にホーム
ゲームが開催されます。年明けには皇后杯が開催されます。

　30年4月まで、基本的に金・土曜に試合が行われます。とどろき
アリーナでは9月29日㈮、30㈯、10月20日㈮、21㈯にホームゲー
ムが開催されます。

日時　10月8日㈰8時に区役所集合、8時半出発。
11時ごろ解散（雨天時は15日㈰）
コース　区役所～中原平和公園～鹿島田駅（約5km）

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 

日時　❶10月4日㈬13時半～16時半❷10月28日㈯9時～12時
場所　中原消防署　人数　各30人　費用　各800円　

❶9月20日から❷10月13日から電話かFAXで市消防防災指導
公社☎366-2475 272-6699。［先着順］

NECレッドロケッツ

富士通レッドウェーブ

富士通フロンティアーズ

歩こう会
普通救命講習Ⅰ

FRONTIERS マスコット フロンティー（新ユニフォーム）

バリエーション

スタンダードポーズ

グレートーン用

2014.07.16 総合デザインセンター

川崎ブレイブサンダース

見てよし！
やってよし！

山田監督
　昨シーズンからメンバー
も大幅に変わり不安要素
もありますが、若さあふれ
る爆発力にも大きな楽しみ
を持っています。連覇のかかるシーズン
となりますが、伝統のあるＮＥＣレッドロ
ケッツのバレーを十分に発揮し、目標へ
向かい突き進みたいと思います。応援
のほど、よろしくお願いいたします。

藤田ヘッドコーチ
　目指すは3度目の
日本一。そのために
まず、個人・チームと
して新たな境地に達
するよう取り組みま
す。富士通スタジア
ム川崎で試合も行われますので、ぜ
ひ迫力あるライブでのフットボールを
ご覧ください。

小滝ヘッドコーチ
　今シーズンは、「ONE
TEAM,ONE HEART」
をスローガンにかか
げ、チーム全員が攻
守において常にアグ
レッシブで攻撃的な
バスケットをしていき
ます。新たなRedWaveに注目して
ください。

北ヘッドコーチ
　昨シーズン2つの大会
とも準優勝で終わって
いるので、一人一人そ
の気持ちを忘れずに今
シーズンはトップを目指
します。
　また、ハードなシーズンになると思
いますので、そこで戦うためのいい
準備をしていきたいと思います。

 今シーズンの意気込み  今シーズンの意気込み

 今シーズンの意気込み 今シーズンの意気込み

柳田選手（キャプテン）
　今シーズンから主
将になりました。戸惑
いはありますが、チー
ムメートと協力しなが
ら、多くの人に応援されるチーム
を構築していきます。どこにも負け
ないチーム力で戦います！！ 会場で
の熱い応援をぜひともよろしくお願
いいたします。

宜本選手（キャプ
テン）
　どのチームより
もチームワークの
ある、若手とベテ
ランがかみ合う強
いチームを作り、
日本 一を目指し
ます。皆さんの応援が力になります。
ご声援のほどよろしくお願いします。

山本選手（キャプテン）
　今シーズンはチーム
力を大事にし、スタッ
フ・メンバーが全員で
戦っていきます。私が
チームを引っ張ってい
く姿を見て、 一人で
も多くの人に感動を与
え、応援してもらえるよう頑張ります。
ご声援よろしくお願いいたします。

篠山選手（キャプテン）
　今シーズンこそ日本
一を目指し、また戦っ
ていきます。バスケッ
トを知っている人も知
らない人も、ぜひとど
ろきアリーナに応援に
来てください。激しく
ぶつかり合うプロバスケットボールの
迫力をお見せします！

©JVL承認NECW-2017-012 ©NANO Association

©NANO Association

RedWave マスコット レッディ
バリエーション

バリエーション(追加)

グレートーン用(暫定)

スタンダードポーズ

2010.1.15 色修正(他のカットとの不整合を修正)

球　到来！

©KAWASAKI BRAVE THUNDERS
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15日から直接とどろきアリーナ☎798-
5000 798-5005。［先着順］
乙女文楽公演

　50年以上伝承されている伝統人形
芝居乙女文楽の公演を行います。❶

9月30日㈯13時半～14時半 西
加瀬いこいの家❷ 10月31日㈫13
時～14時 井田いこいの家 各60歳
以上の50人（❶は子どもの参加可） 9
月15日から電話かFAXで現代人形劇
センター☎777-2228 777-3570
区役所地域ケア推進担当☎744-3304

744-3196。［先着順］
歯周病予防相談

　歯周病について学び、その予防方
法である歯みがきの実習をします。
10月5日㈭9時半～11時半 保健福
祉センター２階歯科室 12人 9
月15日から区役所地域支援担当☎
744-3268 744-3196。［先着順］
得するまちのゼミナール

　お店の店員が講師となって、長年
培った知識を伝えます。 10月1日
～31日。詳細は9月21日㈭に新城南
口商店街HPに掲載します 直接
か電話で講座開催店舗 新城南口
商店街まちゼミ事務局☎090-3201-
0902。経済労働局商業振興課☎
200-2328 200-3920。［先着順］
小杉っこスペースの移転

　10月1日から「小杉っこスペース」が
市総合自治会館の並びに移転します。

こども未来局青少年支援室☎200-

寿司握り体験教室
　向河原商栄会「すし誠」で、板前さ
んから寿司の握り方を教わり、握った
寿司を試食します。 10月14日㈯11
時～13時 すし誠（下沼部1884）
14人 1,000円 9月29日（必着）
までに往復ハガキで〒211-8570中
原区役所地域振興課☎744-3161
744-3346。［抽選］
防災講習会

　地域で行う防災活動への理解を深
めます。 9月30日㈯15時～17時（開
場14時半） 区役所5階 区役所地
域振興課☎744-3159 744-3346。
市民健康の森

　 ❶9月20日㈬蝶の草原の草刈り
❷10月5日㈭平台クリンディ（平台緑
地）。❶❷ともに9時に、市民健康の
森入り口広場集合。軍手持参。雨天
中止 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 744-3340。
なかはら　まち探検

　中原警察署で護身術体験や、自転
車の乗り方講習を受講できます。探検
後、仲間づくりを兼ねた交流会を行い
ます。 10月6日㈮13時半～15時（ま
ち探検）、15時15分～17時（交流会）

20人 100円 9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］
元全日本卓球チーム監督による
卓球教室

　 10月9日（月）10時～12時 とどろ
きアリーナ 15歳以上40人 9月

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

3084 200-3931。
第１回いだ地域交流会開催

　地域で福祉活動を展開している障
害のある人たちと地域の人たちの交
流を目的に開催します。 10月14
日㈯10時～14時 井田障害者セン
ター 同センター☎750-0686 750-
0671。
車いすボランティア養成講座

　車いすの操作方法などを学びます。
10月10日 ㈫10時 ～12時 中 原

養護学校 10人 9月25日まで
に直接、区社会福祉協議会☎722-
5500 711-1260。［抽選］
地域の寺子屋事業コーディネーター
養成講座

　10月28日㈯から全5回の講 座で
す。日時などはお問い合わせください。

高津市民館 20人 10月4日
から電話かFAXで高津市民館☎814-
7603 833-8175。［先着順］

☎433-7773 430-0132
〒211-0004新丸子東3-1100-12

中原市民館からのお知らせ

50代からの生き方講座
　生きがいを持って生活するための
セカンドライフプランを考える講座で
す。 10月21日、11月11日、18日、
25日の土曜、全４回、14時～16時半

同市民館 9月16日から直接、電
話、区HPで。［先着順］

学習情報提供・学習相談事業相談員
育成講座

　学びのサポーターとして活躍しませ
ん か。 10月11日 ～11月8日 の 水
曜、全5回、14時～16時 同市民館

25人 9月15日から直接、電話、
FAX、区HPで。［先着順］
家庭・地域教育学級 親子のすゝ め

　子どもの発達や心理、保護者の心
身の保ち方、簡単・時短食事メニュー
の作り方を学びます。 10月19日㈭、
26日㈭、11月11日㈯、16日㈭、23
日㈷、全5回、10時～12時 同市民
館 1歳半から未就学児の保護者15
人（保育あり。先着順15人） 1,000
円 9月15日から直接、電話、FAX、
区HPで。［先着順］

☎777-6000 777-2833
〒211-0035井田3-16-2

老人福祉センターからのお知らせ

中原老人福祉センター文化祭
　クラブ、教室の活動紹介、作品展
示、うた・踊りの発表、一部体験及び
販売を行います。 10月13日㈮・14
日㈯、10時～15時 同センター
健康講座

　腰痛・ひざ痛などのメカニズムから
治療法までを幅広く学びます。 10
月30日㈪13時半～14時15分 同セ
ンター 60歳以上の50人 10月2
日から直接。［先着順］

区役所衛生課☎744-3271 744-3342

「公益社団法人　川崎市獣医師会」を紹介します。

　市内の動物病院などで働く獣
医師の公益社団法人で、中原区
に事務所があります。
　会員数は144人で、ペットの
診療だけではなく、学校飼育動
物の診療やペットに関する健康
相談「アニマルフレンドコール」
の他、災害時の動物救援本部

の運営について市と協定を結ぶ
など、さまざまな公益活動を行っ
ています。
　中原区で9月24日㈰に開催す
る「動物愛護フェアかわさき」（市
共催）では、「獣医師体験コーナ
ー」で「ミミ・ケロ」と一緒に皆さん
をお待ちしております。 聴導犬デモンストレーションの様子

区役所企画課☎744-3149 744-3340

なかはらスマイル
イッツコムチャンネル（地デジ11ch）にて放送中
水曜21:30～21:39／土曜16:00～16:09／日曜10:30～10:39
放送予定：江川せせらぎ遊歩道で灯ろう流し、中原区総合
防災訓練、NECレッドロケッツふれあい教室他
区ホームページから過去の映像が見られます（YouTube）

Enjoy★なかはら 
かわさきFM（79.1MHz）
第1・3金曜11:00～11:30 
ゲストを招き、区内の魅力
やイベントを紹介します。
スマートフォンからも聞け
ます。

地域メディアと連携して区内のあらゆる情報を発信し、
地域交流の促進や中原区のイメージアップを目指しています。

種目 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。

9/25
10/2、16、

23、
11/6、13

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時半

❸ 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。

9/16、
10/14、
11/11
の土曜

9時～
9時50分

大戸
小学校
体育館

❹ 親子フラ＆
タヒチアン

ゆったりとした音楽に合わせ
身体を動かしましょう。

10時～
10時50分

❺ 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

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）
区役所地域振興課☎744-3323 744-3346

日時　9月24日㈰10時～15時　
場所　区役所他

事前　動物愛護フェアかわさき実
行委員会

　　　　☎200-2447 200-3927
　当日　区役所衛生課
　　　　☎744-3271 744-3342 

動物愛護フェアかわさき2017

中原元気クラブ 検索


