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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、せきエチケットを守り、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30年1月1日現在）

23万80人

9万8,213世帯

　「このまちで育む“農ある暮らし”」をテーマに、都市農
業の未来についての講演と農の持つ魅力発信に積極
的に取り組んでいる人々の活動事例を紹介します。ま
た終了後に交流会も行います。詳細は配布するチラシ
をご覧下さい。
日時　３月11日㈰13時～15時半
場所　区役所4階大会議室　定員　100人

2月15日から電話か直接。［先着順］

２０１８農フォーラムを開催します！

地域福祉部会取り組み
「地域福祉コンシェルジュ」

日時　２月21日㈬12時５分～12時45分　
場所　区役所２階ロビー
出演　本

もと

岩
いわ

孝
たか

之
ゆき

（カウンターテナー）、小
お

ノ
の

澤
ざわ

幸
ゆき

穂
ほ

（ピアノ）
曲目　耳に残るは君の歌声、カッチーニのアベ・マリア、

私を泣かせて　他
区役所地域振興課☎856-3134 856-3280

「春を待つ心」〜カウンターテナーの魅力と共に〜

第290回 みやまえロビーコンサート

　川崎市宮前区の「見たい・知りたい・
行ってみたい！」をあなたに代わって調査
する「ぐるっとみやまえＴ

ティーヴィー

Ｖ」。
　第3弾は、ご当地名グルメ特集とし
て、宮前区の地名がついたおいしいも
のをたくさん紹介します！ 

区役所企画課☎856-3133
856-3119

　宮前区産の新鮮な農産物を使った料理を作り、交流します。家族で参加できます。
日時　３月24日㈯10時～13時　場所　宮前市民館
費用　大人800円　小中学生400円
定員　小学生以上20人※小中学生は保護者と参加　※保育あり。（要予約）

2月28日（必着）までに必要事項(市版5面)を記入し、往復ハガキで〒216-0006
宮前区宮前平2-20-4宮前市民館☎888-3911 856-1436。［抽選］
※保育希望の場合は子どもの名前、月齢、性別も記入
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キャラクター「Ｃちゃん」おい C

シー

たの C
シー

ｏｍｍｕｎｉｔｙ　C
コミュニティ

づくり

「宮前区農産物直売所
Guide＆Map」を改訂しました

 区役所企画課
☎856-3133 856-3119

　誰もが宮前区で長く
安心・安全に暮らすため
に、住む人ひとりひとり
が支え合い、協力でき
る地域になったらという
思いから「地域福祉コン
シェルジュ」の提案が生
まれました。

　地域の作り手・教え
手、スモールビジネス
の担い手が集い、お互
いや地域とつながりな
がら、区内での販売な
どの活動を通じて、地
域貢献・地域の魅力アッ
プ、地域活性化を目指
していきます。

Ｑ「地域福祉コンシェルジュ」って何するの？
A困っている人や将来に不安がある人に地域で気付
き、地域福祉の仕組みにつなげる人のことです。

Ｑ誰でもできるの？
A資格や専門的な対応は必要ありません。地域を
大切にする気持ちや困っている人を助ける気持
ちがあれば誰でもできます。

Ｑ「（仮）みやまえスモールビジネスネットワーク」って何するの？
AＳＮＳ（会員制交流サイト）を通じた情報交換・発信や地域イベ
ントへの参加・出店・協力などを行います。

Ｑ参加するメリットは？
A いろいろな業種の人が、互いの活動や作品の紹介、交流
を深めることで、相乗効果が期待できます。参加者同士の
出会いが地域イベントの開催にもつながります。

吉本芸人の
「囲碁将棋」が実食！

※YouTube でも見られます

放送時間
毎週水曜日　16時45分～16時50分
毎週木曜日　22時20分～22時25分
毎週土曜日　９時25分～９時半

　区役所・
出張所など
で2月中旬
から配布予
定です。

区民 会 議 の活動報告
区民が主体となって地域の課題解決に向けて話し合う区民会議。2つの部会が試行実施、検証を進めている「取り組み提案」について、紹介します。

～地域でお友達・お仕事探し～～地域で気付き、福祉につなぐ～

Ｑ A&

区役所地域振興課☎856-3125 856-3280

みんなでつながる取り組み

どうしたの？
大丈夫？

最近見ないわねー
どこかに相談して
みようかしら 今度私の○○と

コラボしない？

私の○○もイベントに
出店したら売れるかも！

「みやまえC級グルメ交流会～宮前の春野菜で手作りパーティー～」

区民会議フォーラム開催
　区民会議の今期の提案を発表し
ます。
日時　3月10日㈯
　　　13時～16時
場所　区役所4階

会場へ直接

プレゼント！
マスキングテー

プを来場者には宮前
兄妹の

みやまえ活性部会取り組み
　「(仮)みやまえスモールビジネスネットワーク」

Ｑ A&
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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。

区役所地域振興課
〒216-8570宮前区宮前平2-20-5
☎856-3135 856-3280

特設人権相談所
　人権擁護委員がいじめや体罰、虐
待、セクハラなどの人権問題の相談
を受けます。会場へ直接。 ２月20
日㈫13時半～16時 区役所１階
☎856-3132
区観光協会主催
「川崎市の市民公園と周辺を歩く」
　 ４月11日、５月16日、６月１３日、７
月18日、25日、９月12日の水曜、全６
回 １日４～５時間、10～15ｋｍ歩ける
全回参加可能な25人 一般8,000円、
協会会員5,000円 ２月28日(消印
有効)までに必要事項（市版５面）とＦＡＸ
番号を記入し、往復ハガキで。［抽選］

教育委員会生涯学習推進課
〒210-8577川崎区宮本町6

☎200-3303 200-3950

市民委員募集（社会教育委員会専門部会）
　今後の❶宮前市民館❷有馬・野川
生涯学習支援施設の各種事業の企画
実施について調査審議します。詳細
は、区役所などで配布中のチラシか
市ＨＰで。 市内在住1年以上の区民

で市の他の付属機関の委員、市職員
でない20歳以上の❶１人❷２人 2
月28日（消印有効）までに応募用紙に
必要事項を記入し小論文（チラシなど
参照）を添えて直接か郵送で。［選考］

区役所保育所等・地域連携担当
☎856-3290 856-3237

地域子育て支援センター土曜開所
　 2月24日㈯10時～15時半 地
域子育て支援センターすがお 就学
前の子どもと保護者（小学生不可）。

宮前市民館
☎888-3911 856-1436

生涯学習交流集会
「私の夢を実現しました」 　　　　　

　市民館で市民自主学級・市民自主
企画事業を実施した成果を発表しま
す。会場へ直接。 3月10日㈯13時
半～16時 宮前市民館
ボランティアによる「おもちゃ病院」

　おもちゃの修理を目の前で行います。
2月25日㈰13時～15時 宮前市民

館。※偶数月の第4日曜は市民館、奇
数月の第２日曜は菅生分館 各回２０件

（電池や手動で動くもの） 部品代な
ど実費 詳細は市民館へ。（要予約）
小倉美惠子さん川崎市文化賞受賞記念
映画会「オオカミの護符」「うつし世の静

しじま

寂に」
　市民広場では、まちかどライブラ
リーも。 ３月４日㈰10時半～17時

市民館 150人 2月15日10時か
ら直接、電話、HP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

　いずれも市内在住60歳以上の人。
前期受講者募集（4月～9月）

　ヨガ、ハワイアンキルト、童謡、絵手
紙、書道、メンテナンス体操、仏教美術、
食生活講座など。 2月20日16時まで
に返信用ハガキを持参し直接。［抽選］ 
囲碁将棋大会

　 ３月13日㈫９時～15時半 宮前
老人福祉センター 囲碁70人、将棋
20人 ２月15日から本人が直接か電
話で。［先着順］

宮前スポーツセンター
〒216-0011宮前区犬蔵1-10-3

☎976-6350 976-6358

４～６月開催　第1期スポーツ教室
　子どもから高齢者まで幅広い年代
を対象にした30以上の教室を開催。
詳細はＨＰか電話で。 2月28日（必着）

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

３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

妊娠期の献立の調理
実習。離乳食への応
用も。材料費500円
程度。

2月16日
から電話で。
☎856-3291

離乳食教室
＊❶❷は
　同じ内容

❶3月12日㈪
❷3月19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
め方について。母子
健康手帳、筆記用具、
抱っこひも持参

❶2月19日
❷2月26日
から電話で。
☎856-3291

１歳児
歯科健診

3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

2月19日
から電話で。
☎856-3264

幼児食教室
3月6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

2月15日
から電話で。
☎856-3291

　自然散策をしながら、クイズやゲームをして東高根森林公園まで歩きます。
公園では、的当て・大縄跳びなどで遊びます。当日、集合場所へ直接。
各集合場所と時間

　「歩きスマホ」「ながらスマホ」は、
周囲への注意力が散漫になり、他の
歩行者との衝突や階段からの転落な
ど、重大な事故につながる恐れがあ
ります。また、道路への飛び出しに
よる交通事故の他、痴漢、当たり屋
などの被害に遭う危険性もあります。
　市内でもながらスマホ自転車によ
る死亡事故が起きています！！ 絶対にやめましょう！！

ディスカバーウオークみやまえ
～歩いてみつける街の色～

　区民の皆さんをホームゲームに招待します。当
日は演出もパワーアップ！ 会場をサンダースレッド
に染め、光と音の空間を創造します。一体感ある
アリーナで選手と一緒に戦いましょう。

川崎ブレイブサンダース
ホームゲーム区民招待 応募用

HP

　これからも宮前区で心豊かに生き生きと暮らしていくためのヒントを見つ
けに来ませんか。
日時　3月18日㈰13時半～15時45分　場所　宮前市民館　大会議室
人数　150人※保育あり10名（先着）
内容　・「宮前市民のくらしを豊かにするためのアンケート結果報告」
　　　・講演「自分らしい『地域デビュー』をしよう」

2月15日から電話かFAXで区役所地域ケア推進担当☎856-3300
856-3237［先着順］
※手話通訳・要約筆記および保育希望は、3月5日までに要申し込み

宮前区地域包括ケアシステム推進シンポジウム
『こころ豊かなくらしをするためのヒント』

日時　2月16日㈮１９：０５試合開始　2月１7日㈯
１６：０５試合開始　場所　川崎市とどろきアリーナ　
対象　各日100組200人　対戦　レバンガ北海道

２月15日（必着）までに応募用ＨＰで。［抽選］
川崎ブレイブサンダース☎230-3408
200-4033

区役所地域振興課☎856-3177 856-3280
©KAWASAKI 
BRAVE THUNDERS

2
25
日

区役所危機管理担当☎856-3137 856-3280

今でないとダメですか？～「ながらスマホ」によるトラブル～

対象　 宮前地区在住の人（小学校低学年以下は保護者同伴）
持ち物　弁当、筆記用具、水筒、雨具など
服装　 歩きやすい服装、靴
注意事項　 ・東高根森林公園から各集合場所までの帰りも歩きます
　　　　　・ペット同伴の参加は、ご遠慮ください
　　　　　・ 雨天の場合もしくは天候悪化が予測される場合は、集合場

所ごとに、屋内施設でスポーツなどを行う予定です
区役所地域振興課☎856-3135 856-3280

集合場所 集合時間
野川こども文化センター（雨天時：野川小学校） ９時（雨天時：9時半）
有馬つつじ公園（雨天時：有馬こども文化センター）８時45分（雨天時：9時半）
宮崎こども文化センター

（雨天時：宮崎こども文化センター） ９時（雨天時：１０時）

宮崎第４公園（雨天時：富士見台小学校） ９時

までに必要事項（市版5面）と教室名、
年齢も記入し往復ハガキで。［抽選］
宮スポフェスタ

　演技発表会、防犯スポーツプロジ
ェクト、栄養補助食品の試食会、ス
ポーツデーの無料開放などイベントを
開催。詳細はＨＰか電話で。 ３月11
日㈰９時～２１時。

市民プラザ
〒213-0014高津区新作1-19-1

☎888-3131 888-3138

「てづくり市」開催
　 2月18日㈰10時～15時 会場
へ直接。
趣味の教室発表会

　作品展示や実技発表、体験など。
3月3日㈯、4日㈰、10時～16時。

※発表会の詳細は市民プラザへ。
春休み子ども短期水泳教室

　日程・受講料など詳細はＨＰか電話
で。 3月3日 ～4月26日、2～3日
間のコース 幼児・小学生対象 2月
25日10時から市民プラザ体育施設
フロントに直接。［先着順］
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