
 

1●発行：宮前区役所 〒216-8570 宮前区宮前平2-20-5　●編集：宮前区役所企画課（☎856-3133　　856-3119）

1 12019（平成31）年

区 版みやまえ01

　〜交通安全は家庭から〜　初春の 家族の約束 交通安全　（宮前区交通安全対策協議会）　 区役所危機管理担当☎856-3137 856-3119

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12月1日現在）

23万1,341人

9万9,466世帯

仮設トイレ設置訓練

段ボールベッド組み立て訓練

　避難所の運営は地域住民と行政機関が一体となって行
います。避難所である小・中学校などでは、自主防災組
織(※1)、ＰＴＡ、子ども会などが「避
難所運営会議」を開き、施設管
理者や行政と連携しながら避
難所を運営します。

　　 災害時に支援が必要な人について、日頃からの
交流や見守りを大切にしています。定期的に開催

する茶話会や防災訓練への声掛けなど、
普段からつながりを持つことが、いざ
というときの助け合いに役立ちます。

宮前区の
ミライを考える
さぎぬま
プロジェクト 　区役所・市民館・図書館の移転の有無を含めた鷺沼駅の公共機能に関する基本方針（案）について説明し、質疑応答を行います。

市民文化局区政推進課☎︎200-2309 200-3800

「鷺沼駅周辺再編整備に伴う公共機能に関する基本方針（案）」市民説明会の開催

避難所の運営・防災訓練の実施

　個人情報を適切に管理し、有効に活用
することで、安心して暮らせる地域社会
の実現を目指しています。
　宮前区全町内・自治会連合会では、町
内会・自治会活動の根幹にある「思いやり」
や「互助」の活動が一層推進されるように、
個人情報保護法に関する学習会を開催し
ています。

個人情報保護の取り組み　

災害時に支援が必要な人の見守り

　地域の町内会・自治会では、個人では解決が難しい問題について、同じ地域に住む人たちが少しずつ力を出し合い、連携して課題解決
に取り組んでいます。近年増えている大規模な災害の発生に備えて、町内会・自治会が日頃から取り組んでいることを紹介します。

町内会・自治会と防災
～日頃のコミュニケーションがベース～

　
10月に稗原小学校

で行った区総合防災訓練
だけではなく、区内の各町内

会でも毎年、防災訓練を行ってい
ます。
　町内会では困っている人たちと助け

合いたいと思っています。ぜひ、地
域の訓練にも参加してください。

菅生ケ丘自治会
大津会長

稗原団地自治会
瀬尾会長

身近な道具を使用した救出・搬送訓練

（※1）自主防災組織
　町内会・自治会、マン
ション管理組合などの地
域コミュニティーを母体
として結成される防災組
織。 区内では約90％が
町内会・自治会を母体とし
ています。平常時は防災
訓練の実施、備蓄物資の
管理などを行っています。

（※2）災害時要援護者避難支援制度
　災害時に自力で避難することが困難
で、在宅で生活している高齢者や障害
のある人（災害時要援護者）のうち、自
治会などへの個人情報提供に同意す
る人が名簿登録の申し込みをします。
行政は町内会・自治会などに名簿を提
供し、地域の共助による避難支援体
制づくりを進めていく制度です。

菅生台自治会
黒澤会長

町内会・自治会に

加入するには
　お住まいの地域の町内会・自

治会の役員にお尋ねください。

役員が分からない場合は、区

役所地域振興課か向丘出張

所にご連絡ください。

地域振興課☎︎856-3135

　向丘出張所☎︎866-6461

　災害時の助け合
いのためには、どこにどの

ような人がいるのかを把握す
る必要があり、その基盤となるのが

会員名簿です。名簿作成の目的や活
用の範囲などを明らかにして同意を得る
など、個人情報の取り扱いについて規
則を定め、会員に安心してもらえるよ
うに取り組んでいます。

　
菅生台自治会では

災害に備えて、災害時
要援護者避難支援制度（※
2）に26人登録し、月1回のサロ

ンやひとり暮らし高齢者の会食会で
の交流、年に数回の地区別防災訓練
を実施しています。
　顔の見える関係の中で助け合い

ができたら良いと思っています。

日時（開場時間） 場所 定員（当日先着）
2月9日㈯13時半～15時半（13時） 有馬・野川生涯学習支援施設「アリーノ」集会室 150人程度
2月10日㈰10時～12時（9時半） 向丘出張所会議室 100人程度
2月10日㈰15時～17時（14時半） 宮前区役所４階大会議室 150人程度

※各回の説明は全て同じ内容です。
※各会場とも駐車場には限りがありますので、
　公共交通機関をご利用ください。
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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。

　カラオケ、着付け、能楽、クレイアート、臨床美術、華道などの講座 
（１回か２回）を２～３月に開催します。詳細は、問い合わせるか、市民館で配
布中のチラシで。１月中旬から、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）までに往復ハガキで〒216－0006宮前平2-20-4宮前市
民館、またはメールで区文化協会 miyamaeku.c.a@gmail.com ［抽選］。
※いずれも希望講座名、参加希望日、郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、
電話番号を記入してください。

会場：宮前市民館宮前区文化協会「みやまえ文化講座」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
☎856-3125 856-3280

「第21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。会議は夜間、月1～2回。
初回は3月4日㈪。 ❶出演団体…区
内を中心に活動する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 いずれも2月15日(必着)までに
区役所などで配布中の申込用紙を直
接、FAX、郵送で〒216-8570宮前区
役所地域振興課 856-3280 ［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18日～3月22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、2回目以降は開催日1週間前の金

曜13時からいずれも直接か電話でフロ
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さぎぬま
土曜開所

　 １月26日㈯10時～15時半 就学
前の子どもと保護者。

宮前市民館
☎888-3911 856-1436

シニアの力で高齢社会を幸齢社会に
～超高齢社会をシニアが活性化する 　　　　　

　地域人として仲間づくりや地域活動
への参加などを通じて自分の健康維
持と地域の活性化につなげてみませ
んか。 2月14日～3月14日の木曜、
14時～16時、全5回 宮前市民館
おおむね50歳以上25人 1月16日10
時から直接、電話、区HPで。［先着順］
市民自主企画事業
「映画カフェ＆ワークショップ」 　　　　　

　映画「0円キッチン」の鑑賞や実際の料
理を通じて、まだ食べられるのに捨て

てしまう食材「食品ロス」について考えま
す。 ❶映画鑑賞…2月17日㈰、10
時～12時、14時～16時（午前、午後
どちらか）❷料理体験…2月24日㈰10
時～13時 宮前市民館 ❶❷ともに
参加できる30人。❶の午後と❷は保育
あり（1歳半～、先着5人） 200円 1
月16日10時から直接、電話、区HP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

こどもボルダリング検定会
　小学生を対象としたボルダリングの

検定会を開催します。詳細は同セン
ターＨＰまたは電話で。 2月17日㈰
12時半～14時半 初回者講習会受
講済みの小学生10人 1月19日～2
月10日に直接か電話で。［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
　カラオケ、民謡、舞踊などの出演
者を募集。 2月19日㈫10時～15
時 市内在住60歳以上、45組程度

1月8日～19日に返信用82円切手
を持参し本人が直接。［抽選］

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］

離乳食
教室

❶2月12日㈫
❷2月18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
＊❶❷は同じ内容

❶1月23日
❷1月29日
から電話で。
☎856-3291

お悩み解決！
離乳食

マル得講座

2月5日㈫
9時50分～11時半

（9時～）

7～11カ月の
子どもと保護

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。50円程度

1月15日
から電話で。
☎856-3291

プレママ
プレパパ

クッキング

2月7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
を取ることができる献
立の調理実習。離乳食
への応用方法も。材料
費500円程度

1月16日
から電話で。
☎856-3291

1歳児歯科
健診

2月12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

1月17日
から電話で。
☎856-3264

認知症介
護者教室

2月15日㈮
10時～12時

（9時半～）

認知症の人を
介護している

30人
こころと体を癒やす
タッピングタッチ

1月15日
から電話で。
☎856-3302

子ども・子育てに関する講演会

日時　 1月25日㈮12時５分
　　　～13時
場所　区役所２階ロビー
出演　荒井伝太（あらいでんた）

区役所地域振興課
☎856-3134 856-3280

日時　２月１３日㈬１０時～１２時
場所　宮前区役所４階　大会議室
定員　 １００人※キッズスペース有り（ボランティア付き）
講師　森ひとみ氏（日本アンガーマネジメント協会認定講師）

１月１５日から電話かＦＡＸ（氏名、電話番号、子ども同伴の場合は
人数と年齢も記入）で区役所地域ケア推進担当☎856-3300 856-3237 ［先着順］

子育てのイライラと上手につきあおう

会場：表記なしは区役所1階保健福祉センター

応募方法　次の３つのいずれかで応募してください。
❶ハガキに住所、氏名、年齢、クイズの答え、選挙
全般に対する御意見を記入し郵送。❷区HPで。❸
区役所・市民館・出張所・鷺沼行政サービスコーナー・
アリーノの応募箱に応募用紙を投函。

１月２４日（必着）までに〒216-8570 宮前区選
挙管理委員会事務室☎856-3127 856-3119
※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

正解者の中から、抽選で30人にオリジナ
ル図書カード（500円）が当たります。

川崎市選挙
マスコット

「イックン」

川崎市では、統一地方選挙（川崎市議
会議員選挙・神奈川県議会議員選挙・神奈川県
知事選挙）が４月７日に行われますが、統一地方
選挙は何年ごとに行われているでしょうか？

　①２年　②３年　③４年　④６年

問  題

〜歌うブギウギピアノライブ！〜
第301回 みやまえロビーコンサート

　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
活動団体が一堂に会します。各団体の活動紹介や成果を見たり体験
できたりする「宮前楽市」、ステージでの発表や実演など盛りだくさん。

「ローマの休日」の上映や、 未
来人の視点から現在のまちづく
り活動を考察する「宮前原人展」
も開催します。
日時　2月９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
撮影された応募作品を展示します。あなたの知らな
い「宮前区」がきっと見つかるはずです。
日時　 ２月8日㈮～13日㈬１０時～１７時
場所　宮前市民館２階ギャラリー

区役所地域振興課
（区まちづくり協議会
事務局）
☎856-3125

856-3280

★第１3回フォトコンテスト展示会を開催します

第12回優秀賞作品

みんなでつくるみんなのまち

第11回まちづくり広場　みやまえ
ラ ブ

統一地方選挙とは、地
方自治体の議会議員
や首長を選ぶ選挙のう
ち、一定期間に任期満
了となるものを全国的
に期日を統一して行う
選挙のことをいいます

新たな発見や出会
いが

待っています！！

選挙クイズ！

作品展示ギャラリーバス（東急バス）が運行します
車内展示期間　 １月２8日～２月１0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。

子ども
同伴ＯＫ
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