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区役所１階には「記念撮影コーナー」（区ＰＲキャラクター「宮前兄妹」のボード）があります。転入・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。

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2月1日現在）

23万121人

9万8,194世帯

3月の混雑予想

4月の混雑予想

 ３月、４月は窓口が混雑します
サンキューコールかわさき☎200-3939 200-3900

	 									…2時間以上	 	…1時間以上
	 									…３０分以上	 	
	 ○土曜開庁（8時半〜12時半）
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窓口の混雑状況を
自宅などで確認できます

待ち時間
（予想）

　引っ越しの手続きで窓口が混雑し
ます。時間に余裕を持ってお越しく
ださい。駐車場も大変混雑しますの
で公共交通機関をご利用ください。

～弦楽トリオが奏でる
　優雅な調べ～

みやまえロビーコンサート in「岡本太郎美術館」

「宮前ミュージック
ミュージアム」

第291回

　3月21日㈷は、コンサートの
他、宮前区にちなんだ特別企画を開催。音楽
とアートの一日をお楽しみください。美術館の
入館料も特別料金300円(中学生以下は無料)と
なります（ロビーコンサート
と特別企画には、入館料
は必要ありません）。
開館時間　9時半～17時

岡本太郎美術館

岡本太郎美術館☎900-9898 900-9966

　市営高山団地は、昭和44（1969）年から入居が始まりまし
た。時代は高度成長期、新しい団地での生活に胸をはずませ
入居してきた若い家族も多かったことでしょう。写真手前に
はバスタブが並んでいます。当時、風呂釜は備え付けでなく
入居者各自が用意し据え付けるというスタイルでした。
※昭和44年のできごと・・・人類初の月面着陸、東名高速道
路全線開通、東大安田講堂事件
区役所企画課☎856-3133 856-3119

川崎市市民ミュージアム所蔵 ❺「高山団地入居開始」

・みんなでチャレンジ！	みやまえカルタ(参加賞あり)
・みやまえフォトコンテスト入賞作品展示
・宮前青少年作品展入賞作品展示
・宮前区紹介資料コーナー、DVD上映
・さくらご飯、梅干し、梅ジャムの販売など

特
別
企
画

今回は、岡本太郎美術館で開催します。
日時　３月21日㈷
　　　１２時５分～12時45分
場所　岡本太郎美術館　ギャラリー
　　　（多摩区枡形7-1-5）
出演　安

あん

藤
どう

梨
り

乃
の

（バイオリン）＝写真上＝
　　　中

なか

野
の

綾
りょう
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（ビオラ）＝写真中＝
　　　成

なり

澤
さわ

美
み

陽
はる

（チェロ）＝写真下＝
曲目　	メドレー「となりのトトロ」、
　　　メドレー「日本のうた」、
　　　情熱大陸	他
区役所地域振興課

☎856-3134 856-3280

◆第２・第４土曜に加えて、３月３１日㈯も区民課・保険年
金課の窓口を臨時で開設します。
時間　�８時半～１２時半※取り扱い業務は市版4面参照
◆住民票、印鑑登録証明書は向丘出張所（平日８時半～
１７時）、鷺沼行政サービスコーナー（平日：７時半～１９時、
土日：９時～１７時※祝日は休み）でも交付しています。

「春」をさがしにまちへ出よう
桜の見どころスポット
・宮崎台駅周辺
　駅周辺のさくら坂は、春には桜のトンネルに。市民が
企画・運営するさくら祭りはことしで第22回を迎えます。
・鷺沼駅周辺・鷺沼公園(鷺沼2-10-1)
　鷺沼公園を取り囲むように桜の木が植えられ、鷺沼駅
に続く春待坂の桜並木と相まって楽しめます。
・平瀬川周辺
　蔵敷親水広場付近の川沿いには、20種類以上の遅
咲きの桜が咲き誇ります。
・菅生緑地東地区（水沢1-3）
　広い緑地には子どもたちに人気の複合遊具などもあ
り、花見時期には多くの家族連れでにぎわいます。
・小台公園（小台2-24）
　広場の周りにぐるりと桜の木が植えられており、満開
後には広場が花びらでいっぱいになります。

公園利用のルール
・ゴミは持ち帰りましょう　・火気厳禁
・自転車は降りて通行しましょう
・自転車やバイクは、決められた場所に
�駐輪・駐車しましょう

区役所道路公園センター
☎877-1661 877-9429

区内のさくらまつりは、宮前区まちづくり協議会の広報誌でも詳しく紹介されています！（区役所でも配布中）

散策のおともに！
　区では、さまざまなガ
イドマップを発行していま
す。まちの魅力を再発見
してみませんか。

・さぎ沼さくらまつり
　４月７日㈯１０時～１６時半　鷺沼駅前駐車場
さぎ沼商店会☎070-6513-3336

・平瀬川桜祭りと鮎の放流
　４月22日㈰９時～１１時
蔵敷親水広場（菅生３-３）
平瀬川流域まちづくり協議会☎090-2154-7386

・ふる里さくら祭り
　４月１日㈰１０時～１６時　宮崎台駅周辺
ふる里さくら祭り実行委員会☎080-5484-3446

周辺にお住まいの人へ
の配慮も忘

れず、皆さんが気持
ちよく利用で

きるよう、ご協力をお
願いします。

ふる里さくら祭り　宮崎台

さぎ沼さくらまつり

区役所、出張所などで配布中。HPでも。
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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

歴史ガイドでまち歩き
　「宮前歴史ガイド」を持って、歴史や
文化を探りながら王禅寺道を歩きま
す。約3時間のコース。 4月9日㈪（雨
天時は16日に延期）。9時半グリーン
ハイツ東バス停集合 25人 3月19
日から直接か電話で。［先着順］
区観光協会主催「宮前区再発見・
見て・聞いて歩こう」参加者募集

　区内の御嶽道などを巡ります。 4
月3日、5月15日、6月5日、7月3日
の火曜、9時～12時半、全4回。荒
天時は翌週に延期 全回参加可能な
25人（1日3時間、4～5㎞歩ける人）
一般4,000円、観光協会会員2,000
円 3月16日（消印有効）までに必要事
項（市版5面）とFAX番号、返信面に宛
名も記入し往復ハガキで。［抽選］
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。ストレッチ体操も。 4月13日～7
月27日の金曜、13時～14時10分
フロンタウンさぎぬま 各日25人
600円 初回は4月6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］
フロンタウンさぎぬま　春遊び

　施設の地域開放イベント。屋台や

アトラクションなど。 4月4日㈬12
時～15時 フロンタウンさぎぬま（土
橋3-1-1） フロンタウンさぎぬま☎
854-0210 862-5030。

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
　 3月24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）。

宮前市民館
☎888-3911 856-1436

春休み「おはなし会と人形劇」
　グループあじさいによるおはなし会
と、ひとみ座による「DoDoおじさん
のにんぎょうサーカス一座」。 3月
29日㈭❶11時～12時半❷14時～
15時半※❶❷は同じ内容です。 宮
前市民館大会議室 各回100人 3
月16日10時より市民館事務室にてチ
ケット配布。1家族4枚まで。［先着順］
区文化協会 文化講演会 
春の音楽祭「華」 　　　　　

　出演：vague（ヴェイグ・歌手）、東

京交響楽団メンバーによる弦楽四重
奏、横浜都築太鼓 3月17日㈯13
時～15時半（開場12時半） 宮前市
民館大ホール 2,000円（全席自由）

チケットお問い合わせは、宮前
市民館内宮前区文化協会事務局（☎
888-3911、金曜10時～15時）。

宮前スポーツセンター
〒216-0011宮前区犬蔵1-10-3
☎976-6350 976-6358

ちびっこスポーツ
　体操器具のワンポイントレッスン、ス
ラックライン、フリスビー、ボールプー
ルなど。当日、直接会場へ。 4月4
日㈬13時～16時 スポーツセンター
小体育室 幼児～小学生と保護者

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。
短期講座のお知らせ（4月開講）

　❶着物モダンリメイク❷フラダンス
教室。 ❶月曜クラスと金曜クラスい

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

ずれも13時半～15時半、全4回❷月
曜クラス16時～17時15分、全10回。
水曜クラス15時半～16時45分、全12
回 各クラス❶20人❷15人 ❶❷3
月15日から直接か電話で。［先着順］
大人の3カ月教室

　3カ月単位で行うスクールレッス
ン。❶プールで筋トレ＆アクアダンス
❷水中歩行＆アクアダンス❸やさしい
ヨガ❹ピラティス❺カラダすっきり健
康体操❻いきいきワクワク健康体操
❼ウオーターラッシュ❽かんたんボク
シング❾はじめて水泳教室❿ポール
ウオーキング他。 4月2日～6月30
日 3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］

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

短期講座「脳と体のいきいき教室」
　 4月10日～7月24日の火曜日、
全8回 市内在住60歳以上の27人

200円 3月17日までに本人がハ
ガキを持参し直接。［抽選］

　音楽・演劇・落語などジャンルを超えた31演目40公演が集結。宮前市
民館では、当代随一の人気と実力を誇る落語家、立川志の輔の独演会
を開催します。志の輔落語の世界を心ゆくまでご堪能ください。

日時　4月30日㈷14時～（開場13時半）
場所　宮前市民館 大ホール
定員　 900人※就学前の子どもは入場不可
費用　 3,800円（全席指定）

電話でアルテリッカしんゆりチケットセンター
☎955-3100（平日10時～17時） 955-3212

市民文化局市民文化振興室☎200-2280 200-3248

立川志の輔 独演会

　宮前区まちづくり協議会は、市
民活動団体の活性化と自立を目
的に、区内のまちづくりに関わる
団体に活動資金の一部を支援しま
す。詳細はお問い合わせください。

3月20日～4月20日に区役所
などで配布する申請書に記入し、
直接、区役所地域振興課☎856-
3125 856-3280。［選考］

コース 対象 支援額と回数

A
活動期間が1年未満
か、1年以上活動する
規模の小さい団体

上限5万円、
通算2回まで

B
おおむね5人以上で1
年以上の活動実績が
あり自立を目指す団体

上限15万円、
通算3回まで

C

Bコースの支援を通算
3回受けたが、自立ま
での猶予期間が必要
で、条件が整えば自
立が可能な団体

上限15万円、
通算2回まで

市民活動団体の活動資金を支援します

　１月１日号に掲載した選挙クイズ「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？」
の答えは、❷の４６５人でした。
　小選挙区では神奈川県から１８人が選出さ
れ、比例代表では千葉県・山梨県とともに「南
関東ブロック」として２２人の議員が選出され
ました。
　たくさんのご応募、ありがとうございました！

選挙クイズの答え

宮前区選挙管理委員会
☎856-3126 856-3119

　市民館利用サークルが一年間の活動の成果を発表します。
　大ホールでは、合唱・演奏などの発表や、洗足学園
音楽大学によるオペラ「魔笛」の特別公演（14日㈯16時
開演）、会議室ではダンス発表や写真などの展示があ
ります。当日直接会場へ。この春、始めたいことが見
つかるかもしれません。
日時 4月14日㈯、15日㈰10時～16時半
場所　宮前市民館他

宮前市民館☎888-3911 856-1436

みやまえ JAM2018
　夏の一大イベントのイラストを描いてみません
か？イラストはチラシやポスター、当日プログラム
に掲載します。
応募資格　宮前区内在住・在勤の中学生以上の方
応募規定　Ｂ３横のポスターに対応できる大きさ
で、手書きの場合、画材は自由です。パソコンで作成する場合、ソフト
は原則イラストレーターかフォトショップを使用してください。応募点数に
制限はありません。
　詳細は、区役所・市民館などで配布しているチラシやＨＰをご覧ください。

４月27日㈮（必着）までに直接か郵送、またはメールで〒216-8570
宮前区役所地域振興課☎856-3125 856-3280

69tisin@city.kawasaki.jp［選考］

第
２０
回
響け！みやまえ太鼓ミーティング広報用イラスト募集！

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

4月5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。

3月16日
から電話で。
☎856-3291

離乳食教室
＊❶❷は
　同じ内容

❶4月10日㈫
❷4月16日㈪
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

❶3月22日
❷3月27日
から電話で。
☎856-3291

１歳児
歯科健診

4月10日㈫
❶（9時15分～9時半）
❷（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

3月19日
から電話で。
☎856-3264

今年で10周年！
アルテリッカしんゆり2018 宮前区公演

じゃんじゃん（Ｊ）、
集まって（Ａ）、
学び合おう（Ｍ）
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