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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、咳
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31年1月1日現在）

23万1,325人

9万9,436世帯

　熟成されているにも関わらず
新鮮！　日本初の熟成製造技術で
ある「エイジングシート」で巻き、
20～25日ほど寝かせることで実
現したのが発酵熟成熟鮮魚です。
川崎北部市場水産仲卸協同組合
が民間企業と共同で、昨秋、商
品化に成功しました。
　この新技術により臭みはなく
なり、ミルクやナッツに似た芳

ほう

醇
じゅん

な香り「熟成香」を放ち始めま
す。提供する飲食店はまだ多く
ありませんが、同市場の関連棟
３階「鮨

すし

あらい」で食べられます。

○関連棟「朝市」
　毎週土曜７時半～１０時半。
　お肉・お茶・菓子などさまざまな関連商品を販売す
る関連棟にて、買い物が楽しめる朝市を開催してい
ます。

　卸売市場は小売店や飲食業を営むプロの人が利用する
市場ですが、一般向け朝市・イベント時には、関連棟３階
の食堂街などで“市場めし”が楽しめます。

○水産物部　市民感謝デー
「北部市場を知っていますか？」
〜北部市場発祥の熟鮮魚試食会〜
日時　２月１６日㈯8時～１１時
場所　�水産物部低温卸売場
内容　❶熟鮮魚（マグロ・サーモン）の試食
　　　　（先着150人）
　　　❷�2,000円以上の水産仲卸店舗の

レシートでくじ引き（1人1回まで、
賞品100個）

（仮称）宮前区の
「希望のシナリオ」実現プロジェクト
〜宮前区民ってどうつながってる？　みんなで活動相関図を作ろう！〜

ワークショップ
参加者募集！ 「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）」
市民意見（パブリックコメント）募集

すごいぜ
!!

北部市場
!

　「川崎の食」を支え、生産者と市民をつなぐ卸
おろしうりしじょう

売市場。
一般の人が利用できるイベントも開催しています。ぜひ、ご来場ください。
中央卸売市場北部市場☎975-2211 975-2242

アクセスなどはこちらから

ここが
すごい
その一

ここが
すごい
その二

ここが
すごい
その三

発酵熟成熟鮮魚

関連棟・水産棟で開催する
一般向け朝市・イベント

北部市場のグルメ

　今、区内のどこでどんな活動が行われ、さまざまな団体や個人がどうつながっているか、
皆で情報を出し合って大きな活動相関図を作ってみませんか。区の「今」を学び合うことか
ら、地域の居場所やつながりを作り、新しい活動を生み出す「新たな仕組み」づくりに向け
ての具体的な検討を始めます。
日時　3月21日㈷13時半～16時半(13時開場)
場所　モスぴーホール（宮崎2－1－4　セレサモス宮前店2階）　定員　60人

3月1日(必着)までに申込用紙を直接か
FAX、区HPで区役所企画課☎856-3133
856-3119�［抽選］
※申込書は区役所などで配布中
詳細は

　区役所・市民館・図書館の移転の有無を含めた鷺沼駅周辺の
公共機能に関する基本方針（案）に関する市民意見を募集します。
資料の配布場所　市民文化局区政推進課、区役所企画課な
どで配布。市ＨＰでも公開。（いずれも2月5日から）
募集期間　2月5日から3月6日まで（消印有効）
提出方法　氏名、住所、電話番号、基本方針（案）への意見
であることを記入（書式自由）して、直接、郵送、ＦＡＸ、市ＨＰ
〔意見公募（ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ）専用ページ〕で
提出先・問い合わせ先　〒210-8577川崎区宮本町1番地�市
民文化局区政推進課☎200-2309 200-3800

ワークショップをもっと楽しみたい人へ
２月23日㈯14時～17時に宮前区役所
大会議室で事前勉強会を開催します
※詳細はお問い合わせください

検索北�部�市�場
発酵熟成
熟鮮魚

検索宮前区�希望のシナリオ

宮前区の
ミライを考える
さぎぬま
プロジェクト

　詳細は、冊子「ぐる～っとみやまえ」の「穴場グルメ市場めし」ページを
ご覧ください。※区役所などで配布中。区HPでもご覧になれます
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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。

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

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23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。

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」 　　　　　

　同館で市民が提案・企画して実現、
実施した学級や企画事業の成果を発
表します。 3月9日㈯13時半～16
時半 同館２階ギャラリー。
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。子どもが遊ぶおもちゃで電池やゼ
ンマイ式、手動のもの各回１２件。
2月24日㈰13時～16時 同館 部
品代など実費※今後も偶数月の第４日
曜に同館で、奇数月の第２日曜に菅
生分館で実施（菅生分館工事のため３
月は休診）。申し込み方法などの詳細
はお問い合わせください。
春休み特別企画「おはなしと演劇会」　　　　　

　劇団飛行船「ぼくらのおうち」公演と
お話し会を開催します。 ３月28日㈭
❶11時～12時半、❷14時～15時半
※❶と❷は同じ内容 同館 各100
人 3月5日10時から同館事務室にて

チケット配布。1家族4枚まで。［先着
順］
歌って楽しい手遊び講座 　　　　　

　歌に合わせて、手や体を動かす楽し
い遊びの講座です。 ３月11日㈪10
時～12時 同館 30人 2月15日
10時から直接、電話、区HPで。［先着順］

菅生分館
〒216-0015宮前区菅生5-4-11

☎977-4781 976-3450

みんなで楽しむ絵本のコンサート
リーディング

　音楽に乗せた読み語りで絵本の世
界を体感します。 ３月16日㈯❶10
時～10時50分、❷11時～12時 菅
生分館 ❶0～2歳の子どもと保護者
❷3歳以上の子どもと保護者、各60
人 2月16日10時から電話、FAX、
区HPで。［先着順］

区社会福祉協議会
（福祉パルみやまえ）

〒216-0033宮前区宮崎2-6-10 4階
☎856-5500 852-4955

講座
「今、掘り起こそう“ご近助パワー”」
　地域のゆるやかな見守りの芽を育
て、地域で支え合い、近所で助け合
うまちづくりのための講演とグループ
ワーク。 ❶2月15日㈮❷2月19日
㈫❸2月25日㈪、いずれも14時～16
時※❶～❸は同じ内容 ❶は向丘出
張所❷は福祉パルみやまえ❸は富士
見プラザ（野川2911） 各回当日先着
20人。

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 同センター 市内在住
60歳以上。
前期受講者募集

　「ズンバ」「ヨガ」「絵手紙」「パッチワー
ク」「懐かしいメロディ・ポップスを歌お
う」「学び直す日本史」など。 2月23
日16時までに返信用ハガキを持参し
直接。［抽選］。※詳細はお問い合わせ
ください。1人1講座のみ。
囲碁・将棋大会

　 3月15日㈮9時～15時半 囲碁
70人、将棋20人 2月15日9時から
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

宮スポフェスタ
　演技発表会、農園による野菜と果

物の販売、トランポリン、スポーツデー
の無料開放などのイベントを開催。※
詳細は同センターＨＰまたは電話で。

３月10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
　布小物、和雑貨などを販売します。

2月17日㈰10時～15時。
「趣味の教室」発表会
　作品展示や舞台発表、お茶会など。

3月2日㈯、3日㈰、10時～16時。
※発表会の詳細はお問い合わせくだ
さい。
春休み子ども短期水泳教室

　日程・受講料など詳細は同施設ＨＰ
か電話で。 3月2日～4月5日、2～
3日間のコース 幼児・小学生 2月
24日10時から直接、同施設体育施
設フロント。［先着順］

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

❶3月12日㈫
❷3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

❶2月20日
❷2月26日
から電話で。
☎856-3291

幼児食教室
3月5日㈫
10時～11時

（9時45分～）

1歳3カ月～
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

１歳児歯科
健診

3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

2月18日
から電話で。
☎856-3264

日時　 2月25日㈪11時半～12時半
場所　 アリーノ（有馬・野川生涯学習

支援施設）
出演　ざらきProject
演奏曲目　リベルタンゴ、組曲「惑
星」より「木星」　他

区役所地域振興課☎856-3134 856-3280

　「このまちで育む“農ある暮らし”」
をテーマにした講演と、区内で活
躍する農家や食育関係の人々の
活動事例を紹介するパネルディス
カッションを行います。地場野菜
を使った料理を食べながらの交流
会も。 ※詳細は、区役所で配布
中のチラシをご覧ください
日時　 ３月９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8時半から直接か電話
で。［先着順］

区役所地域振興課
☎856-3125 856-3280

　自然散策をしながら、クイズやゲームをして有馬中央公園まで歩き
ます。公園では、的当て・大縄跳びなどで遊びます。

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　※上履き持参） ９時半
有馬つつじ公園（雨天時：有馬こども文化センター） ９時半

宮崎こども文化センター（雨天時：同センター） ９時（雨天
時：１０時）

宮崎第４公園（雨天時：富士見台小学校　※上履き持参） ９時

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、水筒、雨具など。※歩きやすい服装と靴で
注意事項 ◦有馬中央公園から各集合場所までの帰りも歩きます。
 ◦ペットを連れての参加は、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

２０１９
みやまえ農フォーラムを

開催します！

会場：区役所1階保健福祉センター

〜見て・聴いて・楽しめる
クラシック音楽のパフォーマンスアンサンブル〜

第302回 みやまえロビーコンサート

ディスカバーウオークみやまえ　
～歩いてみつける街の色～

2/24
㈰

　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」。
　これを見ればますますみやまえライフが楽しくなる、
そんな超地元情報を吉本芸人の「囲碁将棋」がお届け
します！

区役所企画課☎856-3133 856-3119

放送時間　　　毎週木曜　22時20分～22時25分
　　　　　　　毎週土曜　12時50分～12時55分

※時間が変更になる場合があります

第６弾は「人の輪が咲く花屋さん」を特集

※YouTubeでも見られます

　災害時に活用できるアウトドアスキル
を、親子で楽しく身につけましょう。
日時 　３月2日㈯10時～15時　
場所　宮前市民館、市民広場　他
内容　防災関連の展示や、防災キャンプ
体験（ツアーは要事前申し込み）、起震車、
煙体験、平成３０年７月豪雨資料展など。
詳細は区ＨＰか区役所で配布中のチラシで

宮前区防災フェア２０１９
「市民広場に『防災キャンプ』再び！」

❶10時半～12時半　❷13時～15時
水のろ過や火おこし、防災食作りなど。
各回子どもと保護者10組。

２月１８日１０時から直接か電話で。［先着
順］　 区役所危機管理担当☎856-
3114 856-3280

 防災体験ツアー

検索ぐる～っとみやまえTV


	0201_miyamae_P01_6校02
	0201_miyamae_P02_6校02

