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9月4日㈬9時~12時、宮前消防署で心肺蘇生法やAEDの取り扱い方法などの講義と実習を行います。 8月14日から。 市消防防災指導公社☎366-2475 272-6699

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。

（令和元年6月1日現在）

23万2,221人

10万489世帯

保険に入っているか
確認しなきゃ！

県の自転車条例の内容や、自転車
保険加入について、詳細は

　昨年、区内の交通事故件数は５２３件と市内で２番目に多く、このうち１１５件（全体の２２％）が自転車事故でした。新たに県の条例ができ、１０月から自転車損
害賠償責任保険等の加入が義務化されます。あなたも身近な自転車の安全について、考えてみませんか。 区役所危機管理担当☎856-3137 856-3280

日時　7月23日㈫
　　　12時05分~12時50分
場所　区役所2階ロビー
出演　�sources（ソーシズ）
演奏曲目　鍔

つば

迫
ぜり

-TSUBAZERI　ほか
区役所地域振興課

☎856-3134 856-3280

第307回 みやまえロビーコンサート
〜男性３人でお届けする、

クラシック楽器＆ポップスの新しい世界〜

　宮前区の「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ＴＶ」。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

７月〜9月は宮前消防署特集！

※�YouTubeでも
見られます 検索ぐる～っとみやまえTV

期日前投票のお知らせ　あたらしい宮前市民館・図書館アイデアワークショップ

　今夏に参議院議員選挙が予定されています。
仕事などで選挙当日に投票所へ行けない人は、
期日前投票所（宮前区役所・向丘出張所）をご利用
ください。
　期日前投票所で投票ができる期間や時間は、
選挙時に送付される投票所入場整理券に同封す
る案内チラシなどでご確認ください。
区選挙管理委員会☎856-3126 856-3119

　令和７～８年度（予定）に鷺沼駅周辺に移転・整備する
新しい宮前市民館・図書館が魅力にあふれ、使いやす
い施設になるよう、意見交換を行います。あなたもワー
クショップに参加してみませんか。
�❶9月7日㈯、❷10月5日㈯、13時半～
16時半（予定）。全２回。　
�❶は宮前市民館、❷は土橋小学校
�原則として両日とも参加可能な区内
在住・在勤・在学の20人程度。

７月31日（必着）までに、市HPから申
し込むか、申込書を直接、郵送、FAXで
〒210-8577　教育委員会生涯学習推進
課☎200-1981 200-3950［申し込み多
数の場合は地域バランスなどを考慮して抽
選］。※申込書は市民館・図書館・区役所な
どで配布。直接の申し込みは宮前市民館・
図書館でも受け付けます。この他、区民無
作為抽出による参加者の募集も行います。

自転車条例
神奈川県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例

自転車の安全適正利用
のための取り組み

10月1日から、
自転車損害賠償責任
保険等※への
加入が義務化

自転車事故での高額賠償事例
（平成25年　神戸地裁）

　小学5年生の乗った自転車が歩行者と
衝突し、歩行者が意識不明となった事故。
監督責任を問われた母親に、9,521万円
の損害賠償が命じられました。

？？？
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※�自転車の利用に起因する事故により、他人の生命または身体を害した場
合の損害を塡

てん
補
ぽ
できる保険または共済のこと

向丘小学校での交通安全教室 検索自転車保険加入　川崎市

それはね、県内における自転車対歩行
者の交通事故の増加や重大事故の発
生、全国での自転車事故加害者への
高額賠償事例などから、自転車の安全
で適正な利用の促進と自転車損害賠
償責任保険等の加入義務化を柱とし
た条例で、今年の４月１日に制定された

神奈川県で4月に
自転車条例が
施行されたよ！

え！�知らない！

どんな内容？
よく分からない？

それじゃあ、３つのポイントに
まとめたよ！

自転車に
乗るときは、もっと
安全を意識しよう！

学校や
職場、家庭で
交通安全について
考えていこう！

署長と「囲碁将棋」

みんな知ってる？

交通安全教育の
実施

保険に入らない
と

こんなことも…

みんなで
つくる

市立図書館
キャラクター
つばきちゃん
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8～11月の火曜に、市内在住60歳以上の人を対象に、脳と体のいきいき教室Ⅱを行います。詳細は、宮前老人福祉センター☎877-9030 877-9232

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
〒216-8570宮前区宮前平2-20-5

☎856-3125 856-3280

緑化活動団体への花苗支援
　区内の公有地にある花壇を自主管
理している30団体程度に花苗を提供
します。 10月28日～11月29日
8月5日～8月30日（必着）に申請書と
花壇の図面・写真・公有地の使用許可
書などの写しを直接か郵送で。［選考］
※申請書は8月1日から区役所などで
配布。提出書類は返却しません。

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
　育児に関する3回連続講座です。
❶9月5日、19日の木曜、10時半～
11時半❷9月12日㈭10時～11時
❶は地域子育て支援センターすがお

❷は菅生保育園 受講時に5カ月～
1歳2カ月の子どもと保護者15組（区
内在住の人優先） 8月21日までに電
話、区HPで。［抽選］
地域子育て支援センター土曜開所

　 7月20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。

宮前市民館
☎888-3911 856-1436

家庭・地域教育学級「宮前親子学級」
─広げよう！ 私と子どものミ・カ・タ

　 ９月5日～12月12日の木曜、10
時～12時、（9月26日は9時45分から）、
全15回 宮前市民館 200円 全
回出席できる区内在住の平成28年4
月2日～平成30年4月1日生まれの第
1子と保護者17組(保育に係る費用
800円)と対象年齢以上の子どもを持
つ 保 護 者5人(保 育なし) 7月31日
(必着)までに子どもの氏名、生年月日、
性別も記入しハガキ、FAX(到達確認
の電話要)、区HPで。［抽選］

あそびランドをもっと楽しむ！
サポーター養成講座

　参加者には、ボランティア活動証明
書と修了証を発行します。 ８月1日、
8日の木曜、14時～16時 宮前市民
館 ８月18日開催の「夏休み子どもあ
そびランド」に参加できる中学・高校・
大学生20人 7月17日10時から直
接か電話で。［先着順］
平和人権学習

「夏休み小学生の平和研究」
　戦争はなぜ起きてしまったのか、平
和とはなにか、身近な例から考えま
す。 8月1日㈭、2日㈮、5日㈪～7日
㈬、14時～16時、全5回 宮前市民
館他 小学生か小学生の保護者20
人 200円 7月17日10時から直
接、電話、区ＨＰで。［先着順］
市民自主企画事業「宮前うたごえ楽座」
～令和元年！ 昭和を元気に歌おう！！～

　講師から歌の背景を学び、参加者

全員で歌い楽しみます。 8月23日、
9月13日、10月4日、11月15日、12
月13日、1月17日 の 金 曜、10時 ～
12時、全6回 宮前市民館 120人

7月19日10時から直接、電話、区
HPで。［先着順］

菅生分館
☎977-4781 976-3450

講座「親子でほっと子育てしません
か？」

　ワークショップを通じて子育ての
悩みを共有し仲間をつくりませんか。
10月１５日は、兄や姉も一緒に外遊び
しましょう。 9月10日、24日、10
月15日、29日、11月12日 の 火 曜、
10時～12時、全5回 菅生分館他

乳幼児の保護者20人。保育あり（先
着12人、900円、 要予約） 7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

❶8月6日㈫
❷8月19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
＊❶❷は同じ内容

❶7月17日
❷7月30日
から電話で。
☎856-3264

プレママ
プレパパ
クッキング
＆マザーズ
ブラッシング

8月7日㈬
10時～14時半

（9時45分～10時）

妊娠20～33
週ごろの妊婦
とパートナー

10人

妊娠期～出産後も役
立つ調理実習と歯み
が き 指 導 。 材 料 費
500円程度

7月16日
から電話で。
☎856-3291

１歳児歯科
健診

8月6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

7月18日
から電話で。
☎856-3291

会場は区役所1階健診フロア

　盆踊りや和太鼓演奏、縁日や
サッカーアトラクションなど。

 7月30日㈫16時半~20時半、
荒天中止。

フロンタウンさぎぬま☎854-
0210 862-5030。詳細はフロ
ンタウンさぎぬまHPで。

いずれも宮前市民館 小学生以上。
小学4年生以下は保護者と参加

７月16日（必着）までに必要事項（市版
５面参照）と、子どもと参加の場合は子
どもの必要事項、❶❹❺❻については
子どもと保護者が別々に制作するか子
どものみ制作するかの希望（希望の制
作個数も）記入し往復ハガキかメールで
〒216-0006宮 前 区 宮 前 平2-20-4宮
前市民館☎888-3911 856-1436
miyamaeku.c.a@gmail.com ［抽選］

　夏休みの間
に跳び箱、マッ
ト、 鉄 棒 の 練
習をします。

8月5日㈪、7日㈬、9日㈮、❶9時
半～10時半、❷10時45分～11時45
分、各コース全３回 ❶は年長と小学
１年生30人、❷は小学２・3年生30人

宮前スポーツセンター 7月21日
（必着）までに必要事項（市版５面参照）
を記入し往復ハガキで〒216-0011宮
前区犬蔵1-10-3宮前スポーツセンター
☎976-6350 976-6358［抽選］

【上映予定作品】　「じしんがきたらどうする？むしむし村の防災訓練」
「アリババのぼうけん」「ズッコケ三人組の自転車教室  安全な乗り方
を身につけよう」「ミッキーの消防隊」　他

区役所地域振興課☎856-3135 856-3280
日　時 会　　場

7月12日㈮18時～ 大塚会館（宮前区宮崎172）
7月18日㈭18時半～ 宮崎台小学校体育館※
7月19日㈮18時半～ 有馬・野川生涯学習支援施設アリーノ
7月20日㈯19時～ 小台公園（雨天時：小台八幡会館）
7月22日㈪18時半～ 南野川小学校体育館※
7月23日㈫18時半～ 野川小学校体育館※
7月24日㈬18時半～ 宮前平小学校体育館※
7月27日㈯19時～ 西野川小学校グラウンド（雨天時：体育館※）
8月2日㈮18時半～ 土橋二丁目公園（雨天時：土橋会館）
8月3日㈯18時半～ まじわーる宮前（宮前区馬絹6-10-33）
8月4日㈰18時半～ 鷺沼小学校体育館※

※会場が体育館の場合、上履き、外履き袋を持参してください

神奈川県からのお知らせ

がけ崩れのおそれのある斜面を調査します

フロンタウンで夏まつり

夏休みイベント特集
夏休み特別体操教室

子ども向け巡回映画会開催

　土砂災害防止法に基づき、がけ崩れのおそれのある斜面を土砂災害特
別警戒区域に指定するため、8月から区内で調査（現地調査・測量）を開始し
ます。対象となる土地所有者などの皆さんには別途通知します。
詳細は、　

神奈川県横浜川崎治水事務所川崎治水センター工務課
急傾斜地公園班☎932-7193 932-8259

検索川崎治水センター

講座名 日時 定員・費用 持ち物
❶臨床美術
　「なすの量感画」

7/23㈫  
13時半～14時半

5人
900円 なし

❷着付け
　「浴衣講習会」

7/26㈮、30日㈫　
13時半～15時

全2回
20人

1,000円
浴衣、半巾帯、名古屋帯、ひも（4本）、帯板、
伊達締め、まくら、帯締め、帯あげ
※Ｔシャツの上からでも着られます

❸着付け
　「浴衣講習会　文庫結び、貝の口結び」

8/2㈮ 
13時半～15時半

20人
無料

浴衣（着物可）、半巾帯、腰ひも、その他一
式

❹臨床美術
　「シーグラス　ペイント」

8/6㈫ 
13時半～14時半

5人
900円 なし

❺伝統工芸　水引
　「とんぼのブローチ」

8/6㈫
13時～17時

10人
800円 なし

❻華道
　「小さないけばな」

8/6㈫
14時～16時

15人
1,000円 花ばさみ、持ち帰り袋

宮前区文化協会　「夏休み親子講座」

申し込み不要
参加無料
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