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A ミミ・ケロ
B バニー・ピョン
C ウサギ・カエル

※答えは区版１面か２面の中にあります。

次のキャラクターの名前は？Q

　見て・聞いて・作って・食べ
て、子どもと一緒に楽しく遊
べるイベントです。

区社会福祉協議会 ☎722-5500 711-1260。区役所地域ケア推進担当☎744-3304 744-3196

区役所地域ケア推進担当☎744-3257 744-3196 65keasui@city.kawasaki.jp

多摩川ロードレースマイペース大会 親子エコバスツアー

①競技用義足やボッチャなどのパラスポーツが
体験できるブースを設けます。
②不要な絵本を回収するブースを設けます。
※回収した本は地域の保育園に届けます

　食育フロンターレ講座、チアリー
ディング、ひとみ座人形劇=左写真=
などをステージで行います。※司会の
手話通訳か要約筆記は要予約（ 11
月15日までに氏名、FAX番号かメー
ルアドレス、希望する通訳方法を記載
しFAXかメールで）

種目 対象 受付開始時間
　3km 小学4～6年生 8時半
　5km 中学生以上 9時15分10km

集合場所　丸子橋第3広場(多摩川河川敷・東急東横
線高架上流側)

11月16日(必着)までに直接か往復ハガキ(1人1枚)に❶氏名・ふりがな❷
住所❸電話番号❹年齢(学年)❺性別❻種目❼「健康管理に十分配慮し、傷病・
事故・紛失等に対して自己責任で参加する」旨を記入し、〒211-8570中原区
役所地域振興課☎744-3323 744-3346
※小・中学生は保護者か団体責任者が本人の参加を承諾する旨の記入と署名も

　自分のペースで走るマラソン大会です。※雨天中止

中原区子育てイ
メージキャラク
ター「ミミ・ケロ」

　味の素工場、リサイ
クルトイレットペーパー
工場、エコ暮らし未来
館などを巡ります。
日時　12月26日㈬
　　　9時～16時半
集合場所　中原区役所
対象　小学4～6年生と
　　　保護者20組40人
費用　1組200円

11月21日までに区HPで区役所企画課
☎744-3163 744-3340 ［抽選］

詳細は
区HPで

詳しいプログラムは
区HPで

区HPからも
申し込めます

12/2㈰ 12/26㈬

　福祉や健康に関わる体験コー
ナーや演奏など、子どもから大人
まで楽しめるイベントです。

なかはら福祉健康まつり

なかはら子ども未来フェスタ

　宮内中学校吹奏楽
部コンサート、手話コー
ラス・ダンス、なかはら
パンジー体操など。

　屋外では飲食物の模擬店や、手作りの生活用品・
藍染め・盆栽などの販売。

　缶詰・米など、常温保存で賞味期限が1カ
月以上ある食品を地域の福祉団体・施設な
どに寄付します。 ※受け付け10時～13時

家庭で余っている保存食品を
お持ちください

ステージイベント

11/23
10時〜15時
区役所

祝

　絵本の読み聞かせ、手形アート、バルーンアー
トなどの体験コーナー、やきそば・カレーライス
の出店など、楽しめる企画が盛りだくさん。

　子育て中は周りとの
関わりがとても大切で
す。フェスタには子育て
を応援する団体がたくさ
ん参加します。 地域で
つながりを作って、子育
てをエンジョイしましょう！

（神野実行委員長）

特別企画を紹介します！

楽しい企画がいっぱい！
キャラクターたちも待ってるよ！

　ボッチャ体験、手作りおもちゃ講
習会、折り紙教室、ミニ手話体験
など。各コーナーでスタンプを集め
て景品（数量限定）がもらえる「福祉
健康体験ウォークラリー」も。

体験コーナー模擬店やバザー

11/18
10時〜14時
区役所

日

エコ暮らし未来館
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区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

ユニバーサル健康麻雀
インストラクター研修

　健康麻雀の知識や初級者への教え
方などを学びます。 12月11日㈫9時
半～11時、18日㈫9時半～11時半、全
2回 区役所別館1階講堂 麻雀の役・
点数が分かる20人 11月15日9時
から直接か電話で区役所地域支援担当
☎744-3215 744-3196 ［先着順］
市民提案型事業の募集
　地域課題の解決に向けた事業提案
を募集し、提案団体に事業を委託しま
す。 12月21日までに必要書類を
直接、区役所企画課☎744-3149
744-3340 ［選考］。※詳細は区役所
などで配布中の募集案内か区HPで。
いこいの家・乙女文楽交流公演

　地域の交流を深めるため、人形芝
居・乙女文楽の公演を行います。  
❶12月21日㈮中丸子いこいの家❷
1月25日㈮等々力いこいの家❸2月
9日㈯新城いこいの家、いずれも13
時半～14時半 60歳以上の各50人

（❸はこども文化センター併設のため
年齢制限なし） 11月15日10時か
ら電話かFAXで現代人形劇センター
☎777-2228 777-3570 ［先着順］

区役所地域ケア推進担当☎744-
3304 744-3196

区役所コンサート
　 12月12日 ㈬12時10分 ～12時
50分（11時半開場） 区役所5階。子
どもの一時預かりあり（要予約） 区役
所 地 域 振 興 課 ☎744-3324 744-
3346※詳細はお問い合わせください。
市民健康の森

　どんぐり工作会… 11月25日㈰９
時から 井田病院２階会議室。
　花苗植え替え… 12月2日㈰９時か
ら。雨天中止 市民健康の森入り口
広場 。
　 中原区市民健康の森を育てる会
☎ 766-0855。区役所地域振興課
☎744-3324 744-3346

スペシャルスポーツデイ
　無料です。室内シューズを持参して
ください。 11月24日㈯。卓球・バド
ミントン…16時～17時半。バスケッ
トボール…18時～20時 とどろきア
リーナ サブアリーナ とどろきアリー
ナ☎798-5000 798-5005 ※参加
者多数の場合は時間制限あり。
歩こう会

　 12月9日㈰8時～11時 広尾駅
集合～日比谷公園～皇居解散。約
5km。雨天時は16日㈰ 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
はぁ～とまつり

　体験コーナー・展示・飲食販売など。
11月17日 ㈯11時 ～15時 中 央

療育センター 中央療育センター☎
754-4559 788-9263 ※駐車場な

し。シャトルバス運行あり。詳細は
お問い合わせください。
普通救命講習Ⅰ

　 12月19日㈬13時半～16時半
中原消防署 30人 800円 12
月5日から電話かFAXで市消防防災
指導公社☎366-2475 272-6699

［先着順］

☎888-3131 888-3138

市民プラザからのお知らせ

クリスマスリースをつくろう！
　 12月1日㈯、2㈰、10時～16時

市民プラザ 各60人 1,200円
11月15日から直接か電話で。［先

着順］
無料ウォーキングイベント

　 11月23日㈷9時15分～10時50
分 市民プラザ集合 30人 11月
15日から直接か電話で。［先着順］

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
12：50～12：59
放送予定：なかはらゆめ区民祭、コスギフェスタ、
プロレスラー大原流筋肉づくり講座　他

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 日程 時間 場所
OTOアート
フットボール

11/19、26、
12/3、10、17

の月曜

15時半～16時半 大戸小学校
校庭

OTOサッカー 16時～17時

Saturday
ダンス

11/24、
12/1、22

の土曜

9時～9時50分

大戸小学校
体育館親子フラ＆

タヒチアン 10時～10時50分

バドミントンtime 10時40分～11時40分

※ 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（各教室実施時のみ受け付け）。
区役所地域振興課☎744-3323 744-3346

中原元気クラブ活動日程 検索中原元気クラブ

　西加瀬老人クラブ長寿会の会長を中心に、長寿会・ボランティア・地域包
括支援センターが協力して企画・運営しています。
床に置いた網を踏まずに歩く
脳トレや認知症予防の体操な
どを行う楽しい会です。一緒
に脳トレしませんか。［電話で
要事前申し込み］
日時　原則毎月第１木曜
　　　13時半～15時
場所　西加瀬いこいの家

みんなの 地 域 包 括 ケ ア

すみよし地域包括支援センター☎455-0980 455-0883

みんなで脳トレ！ふまねっと運動教室

　「地域と保育所」をテーマに、保育所と町内会の関係者を交えて、市長と
意見交換します。
日時　12月21日㈮15時～17時（開場14時半）
場所　けいわ会上小田中保育園(上小田中1-28-25)
傍聴　10人

11月30日までに市HPから申し込むか、住所、氏名、電話・FAX番号、
保育の有無を記入しFAXで区役所企画課☎744-3149 744-3340 [抽選]　

サンキューコールかわさき☎200-3939 200-3900
※手話通訳あり。当日
の様子はインターネット

（市HP「市 長 の 部 屋」
からアクセス）で動画
配信します。詳細は問
い合わせるか市HPで

　7月からの中原保育園仮設園舎運営開始に向けて、区役所敷地内で建物
の解体・建設工事を行います。区役所や区役所別館にお越しになる際は、工
事車両などにご注意ください。
工事期間（予定）　解体工事：12月～3月　建設工事：3月～7月
（工事に関して）こども未来局保育所整備課☎200-3556 200-3933

　（その他）区役所総務課☎744-3124 744-3340
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←至武蔵中原 至武蔵小杉→JR 南武線

国道
409 号

駐輪場

駐
輪
場

中原区役所

区役所
別館工事範囲

工事車両
搬出入経路

区役所敷地内工事のお知らせ区民車座集会～傍聴者募集～
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