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I・B・A BIG BAND道場。講座という形でステージ演奏を行います。9月25日から受け付け開始［選考］。詳細はお問い合わせください。 市民プラザ☎888-3131

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8月1日現在）

23万977人

9万9,145世帯

ファンズスポーツクラブ宮前

宮前スポーツセンター

川崎フロンターレを応援しよう！

宮山スポーツプラザ

ウォーキング特集

菅生スポーツコミュニティクラブ
総合型地域スポーツクラブ

多摩川ポールウオーキング＆
川崎フロンターレ観戦ツアー

フロンターレ区民無料招待

区観光協会「川崎市の市民公園と周辺を歩く」

「まちづくりウォーキング」

歴史ガイドでまち歩き

野川の私設体育館

総合型
地域スポーツクラブ

とは？

総合型地域スポーツクラブ

　犬蔵・宮前平・向丘中学
校区を拠点に活動してい
ます。それぞれの目的や
志向に合わせてトレーニ
ングできる「パワーライフ
スタジオ」や、小学生体
育塾、幼児体育、健康
体操教室、車いすスポー
ツなど、子どもから高齢
者まで楽しめる教室やイ
ベントを開講しています。

「体育の日」記念事業
全館無料開放

　鶴見虹
こう

子
こ

さんによる体操教室、親子トランポリ
ン、富士通カワサキレッドスピリッツ現役＆OBとの
ふれあいバレーボール、フロアボール体験などさま
ざまなイベントを企画しています。
　詳細は、区ＨＰか電話で。
宮前スポーツセンター　

☎976-6350 976-6358

　ポールウオーキングの講習を受け、
等々力陸上競技場まで歩きます。選手
との記念撮影も。雨天中止。 10時半
に二子新地駅改札前集合 30人 大人
3,000円、小・中学生2,000円（チケット・
弁当代含む） 9月15日から10月12日
までに直接か電話でフロンタウンさぎぬ
ま☎854-0210 862-5030。［抽選］

　区全町内・自治会連合会と区ス
ポーツ推進委員会が、区民75組
（150人）を無料招待します。当選
者はアンケートにご協力ください。

10月12日（消印有効）までに
往復ハガキに必要事項（市版５面）
を記入し〒216-8570宮前区役所
地域振興課☎856-3135 856-
3280。［抽選］　※複数応募不可

　市内の他、日光街道などを歩きます。 10月10日、11月
14日、12月12日、31年1月23日、2月13日、3月13日の水曜、
9時～16時、全6回 現地集合･解散 原則全回参加可能で
1日4～5時間、10～15km歩ける25人 一般8,000円、観
光協会会員5,000円 9月16日（消印有効）までに往復ハガキ
に必要事項（市版5面）とFAX番号を記入し郵送で。［抽選］

　まちづくりに関わる団体や施設を見学しながら、鷺沼、犬
蔵方面を歩きます。 10月31日㈬13時半～16時半（雨天
中止） 宮前平駅集合 20人 9月20日から直接か電話で。
［先着順］

　「宮前歴史ガイド」を持って、歴史や文化を探りながら野川
方面を歩きます。 10月22日㈪9時半～12時半（雨天延期）
野川台公園前バス停集合 25人 9月18日から直接か電

話で。［先着順］

対柏レイソル　14時試合開始

区役所地域振興課☎856-3125 856-3280

　野川の私設体育館（野川10-1）で、
19の教室を主催しています。体力維持・
向上をサポートすると同時に地域コミュ
ニティー形成の場として、地域福祉に
貢献することを目指しています。

　区内に2カ所あり、多
種目、多世代、多志向
がコンセプト。スポーツ
だけではなく社会・文化
活動も含めて、地域の
コミュニティー活性化に
つなげることを理想とし
ています。

　主に菅生小学校、稗原小
学校で活動をしています。体
育・スポーツチャンバラ・フット
サル・フラッグフットボール・ダ
ンス系のコースなど、さまざ
まな体験ができます。

ウインドサーフィンプロランク
２位の中井忠則選手

Fリーグ、立川・府中
アスレティックFCの
宮田義人選手

プロレスラーと力比べ！
フラッグフットボール

10
8
㈷
９時~２１時半

11
3㈷

Fun!Fun!Sports!

区役所地域振興課
☎856-3177 856-3280

☎070-6401-9223 863-8694

☎788-2525 788-8181

フットサルコースのコーチ

をしています。たくさん

ボールで遊んで、サッカー

を楽しんでください！〜スポーツを楽
しもう！〜

パワーライフスタジオで

「スラローム競技」の

トレーニングサポートと

指導を受けています。

体を動かすと気持ちいい

ですよ！

　運動の秋！区内にはスポーツができる場
所がたくさんあります。近くのクラブ・施
設で体を動かしてみませんか。トップアス
リートの試合も観戦できますよ。

「パワーライフスタジオ」でのトレーニング

フットサル教室

バドミントン教室

器械体操

検索菅生スポーツコミュニティ
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れいんぼう祭り　模擬店、アトラクション、ゲームなど。 10月13日㈯10時半～13時45分 れいんぼう川崎。会場へ直接。 れいんぼう川崎☎︎888-8601

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

区役所地域振興課
☎856-3135 856-3280

緑の市民活動団体向け
ガーデニング講座

　緑の市民活動団体の活性化および
コミュニティーの促進のためのガーデ
ニング講座。詳細は区役所などで配
布中のチラシ兼申込用紙をご覧くださ
い。 10月４日㈭10時〜12時 区
役所 20人 9月18日から申込用紙
を直接、ＦＡＸで。［先着順］

宮前市民館
☎888-3911 856-1436

平和人権学習
「平和をどう伝えていくか」 　　　　　

　 10月17日〜11月14日の水曜、
10時〜12時、全5回 宮前市民館
他 20人 ９月19日10時から直接、
電話、区ＨＰで。［先着順］
保育ボランティア養成講座
「やってみよう！保育ボランティア」 　　　　　

　 11月20日〜12月18日の火曜、
10時〜12時、全5回 宮前市民館

20人 ９月19日10時から直 接、
電話、区ＨＰで。［先着順］
市民自主企画事業「あなたの隣にも
いるセクシュアルマイノリティ」 　　　　　

　LGBTの子どもたちの実情につい
て、一緒に学びましょう。 10月６日

㈯10時〜12時。※全4回の第2回
宮前市民館 30人。保育あり（先着
5人、900円) ９月15日10時から直
接、電話、区HPで。［先着順］
地域の寺子屋事業コーディネーター
養成講座「地域の力で学校を元気に！！
放っておけない、子どもたちの放課後」

　　　　　

　 11月6日から全5回 中原市民
館 他 20人 9月26日 から直 接、
電話、ＦＡＸで中原市民館☎433-
7773 430-0132。［先着順］※詳細
はお問い合わせください。
日本語ボランティア入門研修 　　　　　

　 10月12日〜12月21日（11月２３
日を除く）の金曜、14時〜16時半他、
全9回 宮前市民館 20人 ９月15
日10時から直接、電話、区ＨＰで。［先
着順］

区役所保育所等・地域連携担当
☎856-3290 856-3237

親と子の子育て応援セミナー
　 10月16日、30日、11月6日 の
火 曜、10時15分〜11時15分（11月
6日のみ10時〜11時）、全３回 地域
子育て支援センターさぎぬま、土橋
保育園 初回受講時に５カ月〜１歳２
カ月の子どもと保護者２５組 10月1
日までに電話か区ＨＰで。［抽選］
食育講座「にこにこもぐもぐ」

　 10月31日㈬14時〜15時 地域
子育て支援センターすがお 7〜12
カ月の子どもと保護者20組 10月３
日から電話で。［先着順］

地域子育て支援センター土曜開所
　 9月29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。

区役所地域支援担当
☎856-3308 856-3237

認知症サポーター養成講座
　 10月22日㈪14時〜15時半 区
役所 100人 ９月１８日9時から電話
かFAXで。［先着順］
子どものアレルギー・ぜん息教室

　 10月４日㈭14時〜15時半 保
健福祉センター 30人。保育あり（先
着5人、要予約） ９月１８日9時から
電話で区役所地域支援担当☎856-
3302。［先着順］

市消防防災指導公社
☎366-2475 272-6699

普通救命講習Ⅰ
　心肺蘇生法やＡＥＤの取り扱いの講
義と実習。 10月22日㈪9時〜12時

宮前消防署 30人 800円 10
月9日9時から電話か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

　

　 いずれも市内在住60歳以上の人。
敬老のつどい
◎演芸大会 9月20日㈭9時半〜12
時。見学は、会場へ直接。
◎芸人による演芸ショー 9月20日㈭
13時半〜15時 120人 9月17日か
ら直接同センターで整理券を配布（1
人1枚、120人）。［先着順］
講座「西洋絵画史入門」

　 11月7日 〜12月12日 の 水 曜、
13時半〜15時半、全６回 40人
60円 ９月14日から27日までに返信
用ハガキを持参し直接。［抽選］

アリーノ
(有馬・野川生涯学習支援施設)
〒216-0002宮前区東有馬4-6-1
☎853-3737 853-3746

ボイルストンジャズコンサート
　 9月22日㈯15時〜17時 アリー
ノ 1,000円 直接か電話で。［事前
申込制］

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
日時（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

10月４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。

9月18日
から電話で。
☎856-3291

離乳食
教室

＊❶❷は
同じ内容

❶10月9日㈫
❷10月15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

❶9月19日
❷9月25日
から電話で。
☎856-3291

１歳児
歯科健診

10月9日㈫
 ❶9時15分〜9時半
❷10時〜10時15分

１歳3カ月未満
の乳幼児
各回30人

歯科健診・歯科相談
9月20日から

電話で。
☎856-3264

日時　9月25日㈫12時５分〜13時　
場所　宮前区役所2階ロビー
出演　Mono Tone Quartet（モノトーンカルテット）

区役所地域振興課☎856-3134 856-3280

〜クラリネットの響きあうハーモニー〜
第297回 みやまえロビーコンサート

第12回フォトコンテスト作品巡回展示会

年末たすけあい見舞金　申請受け付け

あつまれ！こども自然探検隊

～平成３０年７月豪雨に伴う広島県坂町派遣報告～

第13回フォトコンテスト作品募集

見つけよう、わたしの好きな宮前区

日時　 ❶９月４日㈫〜10日㈪10時〜17時❷10月23日㈫〜29日㈪8時半〜
17時❸11月6日㈫〜12日㈪9時〜17時

場所　 ❶有馬・野川生涯学習支援施設アリーノ❷向丘出張所❸まじわーる
宮前（馬絹1596）

　年末たすけあい運動の募金を財源とした見舞金の申請を受け付けます。対
象者など詳細はお問い合わせください。 10月31日（消印有効）までに区役所
や出張所で配布中の申請書に必要書類を添えて直接か郵送で区社会福祉協
議会〒216-0033宮前区宮崎2-6-10 4階 ☎856-5500 852-4955。

　森の中でロープ遊び、森の木を使った工作など。
日時　10月14日㈰9時半〜12時
場所　とんもり谷戸(生田緑地内初山地区)
対象　区内在住の小学生15人(4年生以下は保護者同伴)

9月15日8時から電話でサンキューコールかわさき☎200-3939。［先着順］

区役所危機管理担当☎856-3114 856-3280

　7月11日〜20日の期間で、広島県坂町に区の職員
が派遣されましたので報告します。派遣先の業務とし
て、坂町役場に集まる食料の各避難所への仕分け・配
送、仮設トイレの衛生管理、町の南部に位置する小
屋浦地区を中心とした避難所対応などを行いました。
　町役場職員の災害対応や地域住民、ボランティア
などの協力により、特に目立った混乱は見られません
でしたが、小屋浦地区の被害は甚大で、川に近接し
ている民家１階は土砂に埋まっている状況でした（写真）。被災から１週間経
過した中、いまだ消防などによる行方不明者の捜索が続いており、当地区
での死者は１６人に上っていました。
　町では気象庁が土砂災害警戒情報を発表した５分後に避難勧告を発令し
ましたが、必ずしも避難には結びつきませんでした。「自分のところだけは大
丈夫」という意識が、避難行動を阻害した可能性があります。ちなみに避
難行動には、避難所に避難することだけではなく、自宅の2階や近くの高
台へ避難することも含まれています。
　台風や大雨による土砂災害や洪水のリスクが年々高まっています。土砂
災害・洪水ハザードマップを参考に、自宅や避難所までの経路が危険区域な
どに入っていないかどうか、いま一度確認をして、いつ発生するか分から
ない災害に備えましょう。

　応募作品すべてを宮前市民館ギャラリーに展示する予定です。
テーマ　「知ってほしい風景」、「まちづくり活動」
応募数　１個人、1団体につき2点まで
応募方法　作品を2Lサイズで印刷し、裏面に公共
施設などで配布しているチラシの応募票を貼り付け
てください

10月1日から12月7日（必着）までに直接か郵送で。

区役所地域振興課☎856-3125 856-3280
フォトコン
特集

第12回審査委員長特別賞


