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4月は区役所窓口が混雑します。混雑状況は、区HPから確認できます。住民票や印鑑証明などは、鷺沼行政サービスコーナー（鷺沼駅北口すぐ☎852-8471）も便利です。

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3月1日現在）

23万1,314人

9万9,494世帯

　多摩丘陵の懐かしくも美
しい自然を今に伝える公園。
園内には県指定天然記念物
のシラカシ林や開放的な芝
生広場、里山風景に出合え
るクヌギ・コナラ林などがあ
り、豊かな自然環境を反映
した多様な動植物の宝庫で、
四季を通して楽しめます。

　まちづくり協議会は、行政とのパートナーシップの
下、魅力あるまちづくりを目指す区民主体の組織です。
得意なことをまちで生かす喜び、住んでいるまちを舞
台に活動ができる喜び、活動を通して仲間ができる喜
びを実感できます。
対象　区内在住・在勤・在学または区内に活動拠点を
持つ団体・グループに所属する５０人程度
任期　６月27日から２年間（再任も可）

５月31日（必着）までに、区役所などで配布中の申
込書を直接、郵送、ＦＡＸで〒216-8570宮前区役所
地域振興課☎856-3125 856-3280 ［選考］

園内で見られる動植物

　みやまえ子育てフェスタは、乳幼児のいる保護者への情報発信と交流
の場。宮前市民館や子育てグループなどと一緒にイベントを作る企画委
員を募集します。フェスタは10月26日㈯、企画会議は月2回程度。イ
ベントの企画運営を通して友達もたくさんできます。子連れでの参加可。

随時、直接か電話で宮前市民館☎888-3911 856-1436

「みやまえ子育てフェスタ2019」企画委員募集！ 宮前区まちづくり協議会　第11期委員募集！

　地域の皆さんが「あそび」を通じて交流する宮前市民館の一大イベント
を8月18日㈰に開催。イベントを作る企画運営委員を募集します。当日
を含め４回程度の会議があります。

随時、直接か電話で宮前市民館☎888-3911 856-1436

「夏休み子どもあそびランド2019」企画運営委員募集！

委 員 募 集 ～ 新 し い こ と 始 め ま せ ん か～

身近な　 にいってみよう！森
県立東高根森林公園パークセンター☎865-0801 865-0164

〒216-0031宮前区神木本町2-10-1

シダレザクラ

アオサギ

カワセミ

レンゲショウマ

アズマヒキガエル

キセキレイ

アクセスなどは 検索東高根森林公園＠県立東高根森林公園

川崎唯一の県立公園
POINT!

※自然条件などが影響するため、
　必ず見られるわけではありません

　公園スタッフと一緒
に楽しい公園を作りま
せんか。
主な活動内容　園内の
植物管理、清掃管理、
イベント支援
活動　毎月8回程度（平
日、 土日を含む）10時
～15時
参加条件　ボランティア
保険加入（年間３５０円）

ボランティア
（スマイリングパートナー）募集

後藤洋子さん

　毎月楽しみにボラ
ンティア活動に参加
してます。健康にも
大変良いですよ。

　公園の自然観察を
しながら、園内８カ所
に設置されたスタン
プを押します。
日時　4月21日㈰10時～15時
　　　（受け付け9時～14時）　
受付　県立東高根公園パークセンター
参加費　100円

スタンプ巡り

田植え体験

その他にも…

自然観察会 勾
まがたま

玉作り 森のコンサート

　プロのインストラク
ターの指導で、音楽に
合わせてゆっくり体を動
かします。
日時　4月18日㈭10時～11時
場所　県立東高根公園パークセンター内
持ち物　敷物、ゴムチューブ、タオル、飲み物
参加費　200円

健康体操

※開催日時などの詳細は、お問い合わせください

四季を通していろんなイベント開催してます！
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7月に全4回コースの「健康づくりボランティア養成講座」を開催します。詳細は区役所地域支援課へ。☎︎856-3302

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

歴史ガイドでまち歩き
　「宮前歴史ガイド」を持って、歴史や
文化を探りながら馬絹から有馬へ古道
を歩きます。約3時間のコース。 5
月13日㈪（※雨天時は20日に延期）。
9時半宮崎台駅集合 20人。※飲み
物、雨具など持参 4月15日から電
話で。［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
　栄養士・看護師・保育士などから、育
児について学びます。 ❶5月21日
❷5月28日❸6月4日の火曜、❶❸は
10時15分～11時15分、❷は10時～
11時、全3回 ❶❸地域子育て支援
センターさぎぬま❷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 4月15日から5月7日
までに電話か区ＨＰで。［抽選］

区役所地域ケア推進課
☎856-3300 856-3237

子育てグループ交流会
　区内の子育てグループと交流して、
活動内容や子育て情報について話し
合います。 5月27日㈪10時～12時

宮前市民館 区内で子育てグルー
プ活動をしている人、グループ活動を
始めたいと思っている人 5月13日ま
でに直接、電話、FAXで。［事前申込制］

宮前スポーツセンター
〒216-0011宮前区犬蔵1-10-3

☎976-6350 976-6358

オリジナルＴシャツをつくろう！
　好きな絵柄をプリントして、自分だけ
のＴシャツを作ります。 5月19日㈰10
時～11時半 10人 980円（材料費）

4月26日9時から電話で。［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

　

短期講座「日常で使うアロマテラピー Ⅰ」
　 5月20日、6月17日、7月22日の
月曜、13時半～15時、全3回 市内

在住の60歳以上20人 1,450円（教
材費） 4月16日から直接。［先着順］

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。
フリーマーケット出店者募集のお知らせ

　 5月26日㈰10時～15時 市民
プラザ屋内広場 1,500円 40店
舗。※業者の出店不可、高校生以下
は保護者同伴 4月26日（必着）までに
住所、代表者氏名、年齢、電話番号、
当日の参加人数、車の有無(1団体1
台)、販売品目(食品不可)を記入し、
往復ハガキで。［抽選］
I・B・A BIG BAND道場

　伊波秀進氏を指揮者(講師)に迎え、
講座という形でビックバンドを編成し、
ステージ演奏を行います。 5月8日～
9月4日の水曜、19時～21時、9月7日
㈯13時～21時、全10回 18歳以上
で対象楽器所有者 25,000円 4月
19日までに電話で。［選考］。※定員な
どの詳細はお問い合わせください。

菅生分館
☎977-4781 976-3450

赤ちゃんとハグ！ いっしょの時間を
楽しむ講座 

　 5月21日～7月9日の火曜（第6回
のみ6月22日の土曜）、10時～12時、
全8回 菅生分館 おおむね30年3
月～31年3月生まれの子と保護者15
組（第1子優先） 1,000円（保育保険
料・雑費） 4月16日10時から直接、
電話、区ＨＰで。［先着順］

宮前市民館
☎888-3911 856-1436

宮前の魅力発見！ 写真を撮りに街へ
出よう（入門者向け） 　　　　　

❶「技術を学び街へ出よう」… ５月１４日
～６月１１日の火曜、１４時～１６時、全５回。
❷「歴史を学び文化を撮ろう」… ６月１８日
～７月２３日の火曜（７月１６日を除く）、１４時～
１６時、全５回。※❶❷同時申し込み可。
　 同館他 おおむね５０歳以上の各
２０人 ４００円 ４月１６日１０時から直
接、電話、区ＨＰで。［先着順］

区役所地域支援課 856-3237
※電話予約は９時から受け付けます

教室・健診案内地域みまもり
支援センタ―

日時（受付時間） 対象 内容・費用他  ［先着順］

離乳食
教室

❶5月14日㈫
❷5月20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

❶4月17日
❷4月23日
から電話で。
☎856-3291

幼児食
教室

5月8日㈬
10時～11時

（9時45分～）

1歳3カ月～2
歳の子どもと

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

4月19日
から電話で。
☎856-3291

１歳児歯科
健診

5月14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

4月18日
から電話で。
☎856-3264

日時　 ４月２６日㈮１２時５分～13時
場所　 宮前区役所２階ロビー
出演　 秋山美保、和里田えり子（＝写真

左から＝）
区役所地域振興課☎856-3134 856-3280

会場：区役所1階健診フロア

第304回 みやまえロビーコンサート

　平成31（2019）年度の予算・事業が決定しました。区民の参加と協働
により、地域の課題解決や地域の特性を生かした取り組みを実施します。
詳細は区ＨＰをご覧ください。

市民文化局市民文化振興室☎200-2433 200-3248

　区に転入して間もない人、地域をもっと知りたい人向けの交流会です。

対象　 以下のいずれかに当てはまる、おおむね３歳以下の子どもと保護者❶３０
年７月以降に宮前区に転入した人❷もっと地域を知りたい人、地元の知
り合いを増やしたい人　※初参加の人優先

４月18日から電話で区役所地域ケア推進課
☎856-3300 856-3237［先着順］

　落語界の若手精鋭たちが登場します。宮前区での競演が実現しました。
日時　5月2日㈷14時～16時（開場13時半）　場所　宮前市民館　大ホール
出演　林

はやし

家
や

 彦
ひこ

いち、桃
とうげつあん

月庵 白
はくしゅ

酒、立
たてかわ

川 談
だん

笑
しょう

定員　９００人　※未就学児入場不可
費用　３,５００円（全席指定）

チケット販売中。電話かHP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　4月1日
より毎日営業） ［先着順］

今年度の区役所の取り組み 子どもと一緒に地元でもっと知り合いを作ろう！

宮前落語会　彦いち・白酒・談笑　三人会

地域活動の担い手・ネットワーク・場づくり ……………… 1,353万円
［主な取り組み］
・ 地域活動を担う人材育成のための講座や、多世代が交流するイベン
トを開催します。 また、老朽化した公園の園名版を計画的に更新し、
地域のイメージ向上を図ります。
心がつながり、互いに支え合う地域の輪づくり ………… 659万円
［主な取り組み］
・ 心のバリアフリーを目的とした「しあわせを

呼ぶコンサート」を開催し、障害者の相互理
解、自立支援・社会参画の拡大を目指しま
す。
区民との協働による安全・安心で、快適なまちづくり … 1,009万円
［主な取り組み］
・ 地域防災力の強化を進めるため、町内会や

避難所単位での防災訓練に加え、区総合
防災訓練を実施します。
その他の取り組み

多彩な地域資源を生かしたまちづくり …………………… 989万円
地域における、切れ目のない子ども・子育て支援 ………… 920万円
区の機能強化に向けた取り組み …………………………… 500万円
道路の維持補修 ……………………………………………43,803万円
公園緑地・街路樹の維持管理 …………………………… 7,206万円

区役所企画課☎856-3136 856-3119

応急救護訓練

桃月庵 白酒 林家 彦いち 立川 談笑

うぇるかむクラス参加者募集

川崎・しんゆり芸術祭（アルテリッカしんゆり）2019

会場 日時 対象地域 定員

宮前市民館 6月14日㈮
10時～11時半

梶ケ谷、馬絹、宮崎、けやき平、小台、
土橋、神木、宮前平、野川 60組

有馬・野川生涯学習
支援施設（アリーノ）

6月21日㈮
10時～11時半 有馬、東有馬、鷺沼 30組

地域子育て
支援センターすがお

6月28日㈮
10時～11時半

南平台、平、神木本町、五所塚、白幡台、初山、
菅生、菅生ケ丘、水沢、潮見台、犬蔵 30組

〜シャンソンは3分間のドラマ！〜
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