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冬季に流行するインフルエンザ、ノロウイルス感染症などへの対策のため、咳エチケットを守り、手洗いを忘れずにしましょう。 区役所衛生課☎856-3265

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12月1日現在）

22万9,810人

9万8,088世帯

　仕事や子育ての現役世代の皆さんと
市長が語る会を開催します。

日時　2月18日㈰10時～11時半（開場9時半）　
場所　富士見台小学校 図書室
テーマ　「家庭人・仕事人・地域人として考える
　　　　みやまえの未来」
＜参加者募集＞　定員　区内在住・在勤の20代～40代
　　　　　　　　　　15人程度

１月25日（必着）までにHPか区役所などで配布中の申込
書を直接、FAX、郵送で区役所企画課へ。［抽選］
＜傍聴者募集＞　定員　当日先着20人
※保育（事前申込制。2月14日まで）、手話通訳あり。

また、当日の様子はインターネットで動画配信します。
（市HP「市長の部屋」からアクセス）
サンキューコールかわさき☎200-3939 200-3900

または、区役所企画課☎856-3136 856-3119

　宮前区には、区民と一緒に作成した9種類のカ
ルタ（8つの中学校区地域カルタと、それを基に作
られた区制30周年記念版）があります。各地域に
伝わる民俗芸能の他、地元ならではの風景・スポッ
ト・お祭りなどがたくさん登場します。どうぞ家族や
地域で楽しんでください。

区民車座集会　
参加者・傍聴者募集
市長と語る

ジャンボ
カルタも
貸出中！

（平中学校区版）

小倉 美惠子さん（宮前区在住の映画プロデューサー・文筆家。2017年度川崎市文化賞受賞）

（みやまえカ
ルタ・菅生中
学校区版）

（宮前平中学校区版）

初山の獅子舞
　保存会が継承する獅子頭の一つ
は、江戸時代初期のものと推定さ
れている。当初、初山正八幡社に
奉納されていたが、明治末期に菅
生神社に初山正八幡社が合

ごう

祀
し

され
たあとは、10月の第1日曜日の菅
生神社例大祭で奉納されている。

　初山の獅子舞は、腰を低く地を這
は

う
ように舞うのが特徴。3頭の獅子と天

てん

狗
ぐ

面をつけた幣
へいおい

負の4人が土俵で舞う。
地元初山の未成年の男子が踊ることと
なっており、昨年代替わりした今のメン
バーは、菅生小学校の4年生から6年
生の子どもたち。昨年まで4年間舞って
いた先輩たちが「親」となって後輩に教
え、獅子舞の技を、そしてふるさとを思
う心を代々引き継いでいく。

宮前区には、古くから受け継がれている
民俗芸能がいろいろあります。
その中から、県の無形民俗文化財に
指定されている
「初山の獅子舞」を紹介します。
身近にある地域の宝、再発見しませんか。

獅子舞を踊る子どもたち。3カ月前から練習を重ねる

舞の合間に、「親」
である先輩が後
輩を気遣う

　区役所地域振興課☎856-3134 856-3280貸出・販売（税込1,000円）はこちら

清らかな小川、谷戸田、祭り……。アスファルトの下に
埋もれつつある情景。そこには宮前区の風土と人の営
みが生み出してきた基層文化が息づいています。
いつも歩く道端に「知られざる宮前」を探してみてください。

いつまでも
伝えたい、
残したい、

「みやまえカルタ」で地域のお宝発見

　環境、福祉、音楽など区内でさまざまな活動を行う40
以上の市民活動団体が集まります。各団体の活動紹介や
成果を見たり体験したりできる「宮前楽市」、ステージで
の発表や実演、フォトコンテストの表彰、宮前産野菜の
販売など盛りだくさん。抽選でおみやげも。
日時　2月10日㈯10時～15時半　場所　宮前市民館

　「知ってほしい風景」「まちづくり活動」をテーマ
に撮影された全応募作品を展示します。
日時　２月９日㈮～１４日㈬１０時～１７時
場所　宮前市民館
　　　２階ギャラリー

★第１２回フォトコンテスト展示会を開催します

区役所地域振興課（区まちづくり協議会
事務局）☎856-3125 856-3280

新たな発見や
出会いが

待っています
！！

第11回
優秀賞作品

「春」

みやまえを
もっと知ろう

第10回まちづくり広場　みやまえラ ブ

作品を飾ったギャラリーバスが走ります！
（東急バスとの合同企画）
期間　１月２９日㈪～２月１１日㈷
運行区間　宮崎台駅～鷺沼駅（鷺１１系統）
※1時間に1本程度。
詳細は区HPで。

私たちのふる里

とっておきの宮前区の魅力を見つけてください

子ども達が受け継ぐ伝統
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金融機関や警察を名乗りキャッシュカードや暗証番号をだまし取る詐欺が増えています。「カード預かります」の電話は詐欺です。ご注意ください。

29年10月に行われた第48回衆議院議員総
選挙で、衆議院議員の定数は何人だったでしょうか？

区役所地域振興課
☎856-3125 856-3280

コミュニティカフェ・サロン情報交換会
　福祉の面でも重要なカフェ・サロンの
運営に役立つ医療の最新情報やプロ
グラムを紹介。 2月22日㈭13時～
15時半 区役所大会議室 50人 1
月16日から、区役所で配布中の申込
書に記入し直接かFAXで。［先着順］
「第20回響け！みやまえ太鼓ミーティ
ング」出演団体・実行委員募集

　8月開催の太鼓ミーティングの出演
団体と企画・運営に関わる実行委員を
募集します。 ❶出演団体…区内中
心に活動する12団体程度（1～2人の
委員推薦をお願いします）❷実行委員
…区内在住・在勤・在学の30人程度。

会議は夜間、月1～2回。初回は2
月26日㈪ 2月9日(必着)までに区役
所などで配布の申込用紙に記入し直
接、FAX、 郵送で〒216-8570区役

所地域振興課。［選考］
ポールウオーキング＆ストレッチ教室

　足腰への負担を軽減するポールウ
オーキングで坂を歩く基礎を身に付け
ます。 1月19日～3月23日の金曜、
13時～14時10分 フロンタウンさ
ぎぬま 各回25人 600円 初回は
1月15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］

区役所地域ケア推進担当
☎856-3300 856-3237

みやまえ子育てガイド「とことこ」
編集メンバー募集

　「とことこ」改訂に伴う内容検討、取
材、記事作成など。 活動期間は5
月～31年3月頃 次の❶❷のいずれ
かが可能な人。❶編集会議への出席

（平日午前中、月１～２回程度、保育
有）❷区内子育て情報の提供・取材（メ
ールでの情報提供、自宅近くの施設
取材など。会議への出席不要。） 1
月15日から電話、FAX、HPで。

区役所保育所等・地域連携担当
☎856-3290 856-3237

平成29年度 宮前区保育園作品展
　子どもたちの元気いっぱいの作品を
展示します。 1月19日㈮～24日㈬
10時～17時※土日は16時まで、最終
日は12時まで 宮前市民館ギャラリー
地域子育て支援センター土曜開所

　1月27日㈯10時～15時半。地域子
育て支援センターさぎぬま。就学前の
子どもと保護者（小学生は不可）。
講演会「後悔しない6歳からの子育て」

　 1月27日㈯10時～12時 区役
所大会議室 就学前の子どもの保護
者80人（保育有。要予約） 1月15日
から直接か電話で。［先着順］

区役所高齢・障害課
☎856-3262 856-3163

精神保健福祉講座
「自分らしく地域で生活していくために」
　精神疾患を持つ人の治療や、社会

復帰に向けたプログラムについて医
師などから学びます。 2月1日㈭10
時～11時半 区役所保健福祉センタ
ー１階体力相談室 25人 1月15日
から電話かFAXで。［先着順］

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

利用者演芸大会出演者募集
　 2月16日㈮10時～15時 同セン
ター 市内在住60歳以上、50組程
度 1月9日から20日までに返信用82
円切手を持参し本人が直接。［抽選］

市消防防災指導公社
☎366-2475 272-6699

普通救命講習会Ⅰ
　心肺蘇生法やＡＥＤ（自動体外式除
細動器）の取り扱いの講義と実習。修
了証交付。 2月12日㈷9時～12時

宮前消防署 30人 800円 1月
29日9時から電話かFAXで。［先着順］

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

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
日程・時間（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

2月1日㈭
9時45分～13時

（9時半～）

妊娠20～
33週ごろの
妊婦とパー
トナー10人

妊娠期に必要な栄養
を取れる献立の調理
実習。離乳食への応用
も。500円程度

1月16日
から電話で。
☎856-3291

離乳食教室
＊❶❷は
　同じ内容

❶2月13日㈫
❷2月27日㈫
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

離乳食の始め方や進
め方。母子健康手帳、
筆記用具、抱っこひ
も持参

❶1月23日
❷1月30日
から電話で。
☎856-3291

１歳児
歯科健診

2月13日㈫
(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。
母子健康手帳持参

1月18日
から電話で。
☎856-3264

お悩み解
決！離乳食
マル得講座

2月28日㈬
9時50分～11時半

（9時～）

7～11カ月
児と保護者

20組

離乳食の献立や進め
方、時短方法の講座。
歯科相談、保護者の
骨密度測定も

1月19日
から電話で。
☎856-3291

子育て講座
「イヤイヤ期

を上手に」

2月19日㈪
10時～11時半

（9時45分～）

1歳半～2歳
の子どもと
保護者25組

自我が芽生える2歳前
後の子どもとつきあ
うコツ。親子体操も

1月16日
から電話で。
☎856-3302

男性のため
の健康料理

教室

2月20日㈫
9時半～13時

（9時～）
区内在住の
男性30人

栄養バランスや減塩
に配慮した料理の実
習と試食。500円程度

1月16日
から電話で。
☎856-3291

■夢を叶えるチャレンジ教室
◎「アートコース」 ◎「ミュージックコース」

日時 1月31日㈬16時～17時半 2月7日㈬16時～17時半
場所 宮前市民館（第３会議室) 宮前市民館（視聴覚室）
対象/定員  宮前区在住の障害児（小中学、高校生）。各コース20人
■チャレンジ教室開催のための実践講座
日時　2月12日㈷12時～16時　場所　宮前市民館(大会議室) 
対象/定員　宮前区を中心に、障害児に向けた各種教室やワークショップ、
イベントなどを非営利で開催したい団体や個人。定員40人。

1月19日までに電話、FAX、メールで一般社団法人 canawell（カナウェル）
へ。［抽選］ ☎930-7078（平日11時～16時）、090-3223-2739（担当：岩永
携帯） 852-8854 info@canawell.or.jp

市民文化局市民文化振興室☎200-3170 200-3248

　みやまえの坂道の魅力を再発見しませんか。
日時　1月22日㈪～31日㈬　
場所　区役所2階ロビー

まちづくり局計画部景観担当
☎200-3025 200-3969

　カラオケ、着付け、華道、クレイアート、臨床美術などの講座（１回もしく
は２回）を２月～３月に開催します。詳細は問い合わせるかＨＰ、チラシで。１
月中旬より区役所２階ロビーに作品見本を展示します。

１月３１日（必着）までに、往復ハガキに希望講座名、参加希望日、郵便
番号、住所、氏名(ふりがな)、電話番号を記入し、〒216-0006 宮前区宮
前平2-20-4 宮前市民館☎888-3911 856-1436。［抽選］

会場：宮前市民館宮前区文化協会「みやまえ文化講座」

＃宮前坂道 フォトコン 作品展示

応募方法　次の３つのいずれかで応募してください。（１）ハガキに住所、氏名、
年齢、クイズの答え、選挙全般に対する意見を記入のうえ郵送。（２）区役所
HPから応募。（３）区役所・市民館・出張所・鷺沼行政サービスコーナーに設置の
応募箱に応募用紙を投函。1月31日㈬必着。
※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

〒216-8570 宮前区選挙管理委員会事務室☎856-3126 856-3119

抽選でオリジナル図書カードが当たります。

日時　１月23日㈫１２時5分～１２時45分　
場所　宮前区役所２階ロビー
出演　「わをん」竹原 泉（アコースティックギター・ボーカル） 
　　　鶴井 望美（ピアノ・コーラス） 　川口 清（パーカッション・コーラス）
曲目　糸（中島みゆき）、銀色の風の吹く頃（オリジナル）　他

区役所地域振興課☎856-3134 856-3280

わをん

「初見月の音楽会」～大人の子守唄をあなたに～
第289回 みやまえロビーコンサート

日時　1月13日㈯10時～11時半
場所　川崎市消防訓練センター（犬蔵1-10-2）

宮前消防署☎852-0119 862-2795
※お越しの際は公共交通機関をご利用ください

日時　１月２１日㈰１０時～１２時半　会場　鷺沼小学校
内容　避難所開設訓練、防災体験など

当日は「宮前区防災フェア２０１８」も同時開催。防災アウトドア体験も。
どなたでも参加できますので直接会場へお越しください。

当日実施案内☎0120-910-174☎044-245-8870（携帯からはこちらへ）
区役所危機管理担当☎856-3114 856-3119

２９年度第２回宮前区総合防災訓練を実施します

新春
恒例宮前区

消防出初式

川崎市選挙
マスコット

「イックン」
　①289人　②465人　③512人　④707人

選挙クイ
ズ！

問  題

宮前区障がい児のための

夢を叶えるチャレンジ教室＆開催のための実践講座
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