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宮 前 区 か ら、 夢 に 向 か って 挑 む

男子９人、女子７人が所属する柔道相撲部。
男子部・女子部に分かれて
せ っ さ た く ま
日々切磋琢磨しており、野球部と兼部している男子部員もいる。
７月３１日の神奈川県中学総体相撲大会では、選手全員が全力を出し切
り、気合の入った相撲を繰り広げた結果、男子部として団体戦優勝、個
人戦第３位という素晴らしい成績を収めた。 団体・個人ともに関東大会・全
国大会への出場を決めた大きな成果だ。 部員全員が日頃から大事にして
いることは、
「ライバルに勝つ。 負けそうな勝負でも、最後の１秒まで諦め
ずに頑張る」
こと。全国大会優勝を目標に、日々精進を重ねている。

バドミントン
さ

い

か

佐藤彩夏選手
宮前平中学校3年

野川中学校

男子柔道相撲部・女子柔道相撲部
１９９８年生まれ。Jリーグ川崎フロ
ンターレ所属。U-22日本代表。ポ
ジションはミッドフィールダー。 幼
稚園のクラブ活動がきっかけでサッ
カーを始め、小学校入学と同時に
地元の
「さぎぬまSC」に入団。2年
生で川崎フロンターレU-12のセレ
クションに合格し1期生として入団
し、その後はフロンターレ一筋。
「子どもの頃は、プロのサッカー
選手を夢見て練習していました。
プロとなった現在は、もっともっと
うまくなれるように毎日全力で練
習をしています。 今後は川崎フロ
ンターレで数多くのタイトルを獲得
できるようにがんばります！ ぜひ、
等々力陸上競技場に応援に来てく
ださい！」

サッカー

田中

川崎フロンターレ

多摩川河川敷でポールウオーキ
ングの講習を受けてから等々力陸
上競技場まで歩き、サンフレッチェ
広島戦を観戦します。試合後には
選手との記念撮影も。詳細はお問
い合わせください。※雨天中止
日時 11月2日㈯ 場所 二子新地駅改札前に12時集
合 対象 区民30人 費用 大人3,000円、小・中学
生2,000円
（チケット・弁当代含む） ９月15日から10
月12日までに直接か電話でフロンタウンさぎぬま
862-5030［抽選］

碧選手

©KAWASAKI FRONTALE

多摩川ポールウオーキング＆
川崎フロンターレ観戦ツアー

☎854-0210

あ お

車いすフェンシング
み

ち

の

ぶ

藤田道宣選手

9 1
856-3119）
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さまざまな競技で活躍する、区内出
身・在住のスポーツ選手たちを紹介し
ます。 地元選手を応援し、スポーツ活
動をさらに盛り上げていきませんか。
区役所地域振興課
☎︎856-3177

856-3280

7月21日の神奈川県中学総体
の川崎ブロック大会バドミントン
女子シングルスで優勝。県・関東・
全国へとつながる大会での快挙
だ。
本格的にバドミントンを始めた
のは小 学５年 生の時。 現 在は、
男女合わせて約50人の部員を束
ねる部長として活躍し、各部員に
合った練習の提案から外部との調
整まで、 部活全体を統括してい
る。現在の目標は
「部長としては、
9月に行われる市総体の団体戦に
出て楽しく試合をすること。 個人
としては、シングルスの他に、東
日本オープン団体戦で勝ちにいく
こと」
。
「大会に出ることで得られる
ものが多い」
と笑顔で語る。

１９８６年生まれ。 熊本県出身、
宮前区在住。 日本オラクル所属。
フェンシングは高校から始め、 大
学１年で全日本選手権ベスト１６進
出。 大学２年の時、 事故により下
半身まひとなったが、車いすフェン
シングに希望を見いだす。インドネ
シア２０１８アジアパラ競技大会男子
フルーレで銀メダルを獲得。
「車いすフェンシングは、激しい
剣と剣のぶつかり合い、 攻防のス
ピード感が魅力のスポーツ。 一瞬
の迷いやメンタル面が勝敗の鍵を握
ります。現在の目標は、東京2020
パラリンピックに出場しメダルを獲
得すること。区民の皆さまにも、ぜ
ひ車いすフェンシングに注目しても
らい、応援していただきたいです」

宮前区のミライづくりプロジェクト通信

第2号

～鷺沼駅前再開発事業の
「環境アセスメント手続き」
が始まりました～
宮前区全体をより発展させるための取り組みとして、鷺沼駅前地区では再開発計画の検討が進
められています。このたび、再開発準備組合による環境影響評価
（環境アセスメント）
手続きが始
まり、評価項目や手法等を選定するための
「環境影響評価方法書」
の縦覧が行われています。
今後、準備組合による環境影響評価手続きや川崎市による都市計画手続きを経て、令和３年
度の工事着手を目指し、引き続き区民の皆さんの意見を伺いながら、取り組みを進めていきます。
まちづくり局地域整備推進課☎︎200-0483

200-3967

〈方法書の縦覧期間、意見書提出先など〉
●期間：9月26日㈭まで

●縦覧場所および時間：環境局環境評価室(市役所第3庁舎15階)、宮

前区役所1階 8時半～17時
（土・日曜などの閉庁日は除く） ●意見書の提出：環境影響評価の項
目や評価方法に係る意見書を提出できます。 提出は9月26日
（必着）
までに環境局環境評価室へ
直接、郵送、市HPで。詳細は区HPへ。

宮前区 ミライづくり

検索

区役所1階には
「記念撮影コーナー」
（区PRキャラクター
「宮前兄妹」
のボード）
があります。結婚・出生などの届出で来庁した記念に写真を残しておきませんか。

ここからみやまえ区版です
つながりひろがる

2019（令和元）年

みやまえご近助ピクニック

子どもからシニアまで、多世代がワクワクできる交流のイベントを開催

9月1日号

フォトコン
特集

します。ハンドメイドクラフトのマーケットやワークショップ、親子で楽しめ

団体など、ご近所のつながりで運営されます。地元の活動や魅力を発見
しに来ませんか。

〒216-8570宮前区宮前平2-20-5宮前区役所地域振興課
☎856-3125 856-3280 69tisin@city.kawasaki.jp

第14回フォトコンテスト作品募集
区の魅力を内外にアピールすることを目的
としたフォトコンテストを開催します。
撮影対象 「知ってほしい風景」

日時 ９月２３日㈷１０時～１４時

「まちづくり活動」

場所 フ ロンタウンさぎ ぬま
（土 橋

応募数 １人
（1団体）
につき2点まで

3-1-1）
主催

02

見つけよう、わたしの好きな宮前区

る体験型の防災イベント、宮前区産の野菜販売など、お楽しみが盛りだく
さん。どのイベントも、町内会・自治会をはじめとして宮前区民や区内の

区 版 みやまえ

No.1216

応募形式

宮前区全町内・自治会連合会、

詳 細はチラシまたは区HPをご覧

第１３回審査委員長特別賞
「福を撒く」

ください。

川崎フロンターレ

10月１日から１２月６日
（必着）
までに直接、郵送、メールで

区役所地域振興課☎８５６-３１３５

第１３回フォトコンテスト作品巡回展示会

８５６-３２８０

日にち ❶１０月4日～１０日❷１１月6日～１２日

場所 ❶は向丘出張所❷は宮前地区会館まじわーる宮前
（宮前区馬絹6-10-33）

年末たすけあい見舞金

申請受け付け

年末たすけあい運動の募金を財源に、地域のたすけあい運動の一環と
して、見舞金の申請を受け付けます。

みやまえロビーコンサート

第309回

１
０月３
１日
（消印有効）
までに、区役所や出張所で配布中の申請書に必要書

〜ギターデュオの響き合う音色〜
日時

9月２4日㈫１２時５分～１2時50分

場所

宮前区役所２階ロビー
レ ッ ド

グ

ル

ー

バ

類を添えて直接か郵送で〒216-0033宮前区宮崎2-6-10 4階宮前区社会福
祉協議会地域課☎︎856-550０ 852-4955
（詳細はお問い合わせください。
）
（10月15日、22日 は16時 半まで）
、

ー

出演 Ｌｅｄｇ
ｒｏｏｏｏｖｅｒ
区役所地域振興課☎856-3134

全５回

856-

上の20人

3280

9月17日10時から直接、

市民エンパワーメント研修
「バルーンアートでボランティア」

宮前市民館

申し込み方法は市版5面参照

〒216-0006宮前区宮前平2-20-4
☎888-3911 856-1436

区役所地域振興課
〒216-8570宮前区宮前平2-20-5
☎856-3125 856-3280

市民自主企画事業
「ボードゲームを作ってみよう！」
ボードゲームの遊び方を工夫しま

鷺沼駅から有馬神明神社や正果
す。

日10時から直接、電話、区HPで。
［先

10月25日㈮13時
（集 合） 20

20人

9月15

人 ９月１７日から直接か電話で。
［先着

着順］
。※９月17日は休館日。

順］
。※詳細はお問い合わせください。

市民自主企画事業
「映画カフェ＆ワークショップ」

緑の市民活動団体向け
ガーデニング講座

❶家庭にある手付かず食品を持ち

10月3日㈭10時～11時50分
区内で緑化推進活動を行

っている団体または個人20人

10

寄りクッキング体験❷食品ロスゲーム
＆映画
「０円キッチン」鑑賞

10月27

日㈰❶は10時～12時❷は13時半～

月2日
（必着）
までに申込用紙を直接、

16時

FAX、郵送で。
［抽選］
。 ※申込用紙

参加できる30人。ただし定員に満た

は9月2日から区役所などで配布。

ない場合は片方のみの参加も可。 ❶

読み手の心をつかむ3つ折りパンフ
レットの作り方講座。
13時半～16時半

10月18日㈮

区役所

30人

9月17日から直接か電話で。
［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土曜開所
広い室内や庭でのびのび遊べま
9月28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

原則❶❷とも

のみ保 育あり
（1歳 半～就 学 前、 先

市民活動応援講座２０１９

14時～16時。11月9日㈯11時～13時。

9時から11時半。 ※詳細は問い合わ

全6回 菅生分館 20人。保育あり
（3

せるかセンター HPで。

カ月以上、先着5人、900円、要予約）
600円

9月19日10時 から直 接、

市民プラザ

宮前市民館

着5人、 要 予 約） 200円。 ❶は未
開封の手付かず食品
（消費・賞味期限
内）の持参も必要

9月27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

シニアライフを豊かにするための
コミュニケーション術
「傾 聴」やスマホの 基 礎 講 座、 補
聴器について学びます。

10月15

日〜11月12日の火曜、14時～16時

60歳以上を対象に楽しく簡単なス
ポーツを紹介します。

11月12日の火曜、13時半～15時半、
全５回

〒216-0011宮前区犬蔵1-10-3
☎976-6350 976-6358

日の木 曜、10時～12時。11月8日㈮

電話、区HPで。
［先着順］

園、福王寺を巡り、アリーノを訪ねま

宮前スポーツセンター

アクティブシニアスポーツ

10月17日、24日、31日、11月14

10月１日、８日、15日、29日、

す。

まちづくりウオーキング

す。

おおむね50歳以

電話、区HPで。
［先着順］

区のお知らせ

区役所

菅生分館

10月2日から直接か電話で。
［先着順］

（宮前いきいきセンター）

そば打ち講座
10月18日㈮10時～14時
歳 以 上の8人

ひびのこづえブローチワークショップ
11月9日㈯ 10時～12時 半、13
各50人

宮前老人福祉センター
〒216-0033宮前区宮崎2-12-29
☎877-9030 877-9232

〒213-0014高津区新作１-１９-１
☎888-3131 888-3138

時半～16時

9月15日㈰

900円

60

9月20日ま

でに本人が返信用ハガキを持参し直
接。
［抽選］

各1,120円

地域みまもり 教室・健診案内
区役所地域支援課 856-3237
支援センタ― 会場表記なしは区役所1階健診フロア ※電話予約は９時から受け付けます

日時（受付時間）

対象

内容・費用他
［先着順］
離乳食の始め方や進
❶10月8日㈫
❶9月18日
4～5カ月児と め方について。母子
❷10月21日㈪
離乳食
❷10月1日
健康手帳、筆記用具、
保護者
教室
から電話で。
いずれも10時～
各回40組 抱っこひも持参
☎856-3264
11時半(9時半～ )
＊❶❷は同じ内容
プレママ
妊娠期の献立の調理
妊娠20～33
プレパパ 10月2日㈬
実習と歯みがき指導。 9月17日
週ごろの妊婦
クッキング 10時～14時半
離乳食のワンポイン から電話で。
とパートナー
＆マザーズブ （9時45分～10時）
トも。材料費500円 ☎856-3291
10人
ラッシング
程度
区内在住・在勤 和食を生かした食育
9月17日
宮前区
10月17日㈭
の管理栄養士・について。和食料理
から電話で。
栄養士
栄養士40人
（未 人の実演あり。 宮
14時～17時
☎856-3264
研修会
経験者も可） 前市民館
食生活改善推進員が
食育
みそ汁の塩分濃度を
キャンペーン 9月19日㈭
誰でも
測定。みそ汁50ml ☎856-3264
〜「うちの味」、 10時～12時
を持参し、区役所2
何％？〜
階ロビーへ直接。
10月8日㈫
１歳3カ月未
9月19日
１歳児歯科
(9時15分～9時半) 満の乳幼児 歯科健診・歯科相談 から電話で。
健診
30人
☎856-3291
(10時～10時15分）
30人（保育あ 専門医による、日常 9月17日
こどもの 10月3日㈭
り 、 要 予 約 、生活の工夫や治療に から電話で。
アレルギー・ 14時～15時半
関する講義
☎856-3266
ぜん息教室 (13時45分〜）
先着5人）

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。

