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新型コロナウイルスを含む感染症対策の基本は、「手洗い」や「マスクの着用を含む咳エチケット」です。こまめにせっけんで手を洗いましょう。

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2年8月1日現在）

23万3,944人

10万2,204世帯

元年度 3年度 7〜8年度

新しい宮前市民館・図書館　
基本計画を策定しました！

宮前区のミライづくりプロジェクト
宮前区全体をより発展させるための取り組みを進めています

鷺沼駅前の再開発の取り組みを
進めています

ネット質問フォームを設置しています！

向丘出張所ワークショップの参加者を募集します

〔新しい宮前市民館・図書館の基本理念〕

こんな
市民館・図書館を目指して

進めていきます

今後のスケジュール

〔新しい宮前市民館・図書館の基本方針〕

「市民の力で成長し続ける、宮前区らしいスタイルの市民館・図書館」

　本計画は、７年度または８年度に鷺沼駅周辺に移転・整備する予定の新しい宮前市民館・
図書館が市民の皆さんに愛されるよう、市民意見聴取の取り組みなどを踏まえて、「新し
い宮前市民館・図書館に関する基本的な考え方」（令和２年２月）で示した内容を充実させる
とともに、施設整備や事業・サービスの考え方、今後の検討の進め方などについて新た
にとりまとめたものです。

　再開発準備組合による環境影
響評価手続きや、市による都市
計画手続きについて、３年度の工
事着手を目指し、取り組みを進め
ています。

　都市計画手続き着手にあわせ、本プロジェクトへの質問を受け付け
ています。9月30日までに市HPの質問フォームかFAXでまちづくり局
地域整備推進課 200-3967。いただいた質問については、質問の
要旨と本市の見解をあわせて市HP上に公表します。

▶市民館・図書館に関すること
　教育委員会事務局生涯学習推進課☎200-1981 200-3950
▶向丘出張所ワークショップに関すること
　市民文化局区政推進課☎200-2309 200-3800
▶再開発事業、まちづくりに関すること
　まちづくり局地域整備推進課☎200-2743 200-3967
▶区役所に関すること
　宮前区役所企画課☎856-3170 856-3119

　今後の向丘出張所の機能や活用方法について、参加者同士でアイデアを出し合い、
意見をまとめていくワークショップ形式の意見交換会を、新型コロナウイルス感染症
対策を行いながら開催します。なお、各回❶❷ともに、同じテーマで行います。

開催日時 場所
第1回 10月11日㈰	 ❶10時～12時　❷13時半～15時半

向丘出張所第2回 12月12日㈯	 ❶10時～12時　❷13時半～15時半
第3回 3年	2月	6日㈯	 ❶10時～12時　❷13時半～15時半
原則、全3回に参加できる区民または向丘地区で活動している人、❶❷各20人
9月25日（必着）までに、区役所・出張所で配布中の申込書に必要事項を記入し郵

送かＦＡＸ、市HPで〒210-8577	市民文化局区政推進課☎200-2309 200-3800
［抽選］

市民活動が見える
諸室のつくり

いろんな使い方ができる
ワクワクする空間

みんなで勉強できる

寝ながら本が読める

お茶を飲みながら
ゆったり過ごせる

　引き続き地域の皆さんの意見を伺いながら、7年度または8年度の供用開始を目指し、
検討を進めていきます。

～多様な人々が交流し、つながり、新たなコミュニティー・
生活・文化・教養を創発し、地域への愛着を育む場づくりをめざして～

行きたくなる
市民館・図書館

まちに
飛び出す

市民館・図書館

地域の
“チカラ”を育む
市民館・図書館

空間・機能が
“融合”する
市民館・図書館

区役所・民間等
と“連携”する
市民館・図書館

問い合わせ先

新たな
つながりや気づき
を誘発する

利用者の増加や
多様なニーズに
応える

2年度 4〜6年度

基本計画策定

新しい
宮前市民館
図書館
スタート

管理運営計画策定 プレイベント

基本・実施設計 内装
工事等

詳しくは区HPをご覧ください
検索宮前区　ミライづくり

詳しくはこちら

完成予想パース
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「キャッシュカードすり替え型」にご注意！ 詐欺グループが自宅を訪問し、封筒を使用してカードをすり替える手口が発生しています。

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
（初回）

❶10月13日㈫
❷10月19日㈪
10時～11時
(9時45分～)

4～5カ月の
子どもと
保護者1人
各回15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、マスク、バス
タオル持参
※❶❷は同じ内容

❶❷いずれも
9月15日

から電話で。
☎856-3264

離乳食
教室
（継続）

10月26日㈪
10時～11時
(9時45分～)

6～10カ月
の子どもと
保護者1人

15組

2回食以降の離乳食の進
め方について。母子健
康手帳、筆記用具、マ
スク、バスタオル持参

9月15日
から電話で。
☎856-3264

アレルギー
相談

❶10月28日㈬
❷11月25日㈬
（13時45分～
14時）

区 内 在 住 の
0歳から就学
前 の 子 ど も

10人

医師による気管支ぜん
そく、アトピー性皮膚
炎など、アレルギー性
疾患についての相談

❶❷いずれも
9月15日

から電話で。
☎856-3302

食育キャン
ペーン

9月14日～18
日 誰でも

災害時の食事など、食
に関わるパネル展示。会
場：宮前区役所2階ロビー

地域サポート係
☎856-3264

認知症
サポーター
養成講座

10月21日㈬
14時～15時半
（13時半～）

市内在住
50人

認知症を理解し、認知症
を地域で支えるサポー
ター養成講座。
会場：宮前区役所4階大
会議室

10月1日9時
から電話で。
☎856-3308

会場表記なしは、区役所1階健診フロア

区役所地域振興課☎856-3125 856-3280

　「宮前歴史ガイド」を持って、宮崎地区の歴史や文化を探りながら歩きます。
10月19日㈪9時半～12時半。※雨天時は26日㈪に延期 宮崎台駅集

合 20人 9月15日から直接、電話で。［先着順］。※飲み物、雨具など持参。

　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。
　 10月31日（消印有効）までに区役所・出張所で配布中の申請書に
必要書類を添えて直接か郵送で〒216-0033宮前区宮崎2-6-10  宮崎台
ガーデンオフィス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。

　落語界の精鋭真打ち３人が宮前で競演します！ 個性あふれる高座を存分
にお楽しみください。 9月24日㈭14時開演（開場13時半） 宮前市民館　
大ホール。出演…三

さん

遊
ゆう

亭
てい

白
はくちょう

鳥、古
こ

今
こん

亭
てい

菊
きく

之
の

丞
じょう

、三
さん

遊
ゆう

亭
てい

兼
けん

好
こう

439人※未
就学児入場不可 3,500円（全席指定） チケット販売中。電話でアルテリッ
カしんゆりチケットセンター☎955-3100（平日10時～16時）［先着順］。 川
崎・しんゆり芸術祭（アルテリッカしんゆり）2020実行委員会☎952-5024
955-0431。市民文化局市民文化振興室☎200-2433 200-3248

　有馬地区の丘と寺社を巡り、アリーノを訪ねます。 10月22日㈭13時
～16時。※雨天時は29日㈭に延期 鷺沼駅集合 20人 9月17日から
直接、電話で。［先着順］。※飲み物、雨具など持参。

ウオーキング特集

年末たすけあい見舞金　申請受け付け

まちづくりウオーキング

歴史ガイドでまち歩き

見つけよう、わたしの好きな宮前区
区役所地域振興課〒216-8570宮前区宮前平2-20-5

☎856-3125 856-3280 69tisin@city.kawasaki.jp
　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
力陸上競技場までウオーキングし、名古屋グランパス戦を観戦し
ます。フロンターレグッズ付き。詳細はお問い合わせください。※雨天は
観戦のみ 10月18日㈰ 二子新地駅改札前に集合 30人 大人3,300
円、小・中学生2,200円（チケット・弁当代含む） 9月15日～10月2日に直接
か電話でフロンタウンさぎぬま☎854-0210 862-5030 ［抽選］。 フロ
ンタウンさぎぬま☎854-0210 862-5030。区役所地域振興課☎856-
3177 856-3280

❶9月7日～14日❷10月1日～8日❸11月4日～11日
 ❶は有馬・野川生涯学習支援施設アリーノ❷は向丘出張所❸は宮前区
地区会館まじわーる宮前（宮前区馬絹6-10-33）

第１4回フォトコンテスト作品巡回展示会

　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。3年2月に表彰式を行う他、全ての応募作品を宮前市民館ギャラ
リーなどで展示する予定です。
テーマ　「知ってほしい風景」「まちづくり活動」

「地域課題に関する風景」
応募数　１個人、１団体につき２点まで
応募方法　作品を２Ｌサイズ（縦横どちらでも
可）でプリントし、区役所などで配布している
応募票を裏面に添付してください

10月1日から12月4日（必着）までに直接、郵送、メールで。

第14回審査委員長特別賞
「団地を望む夕暮れの収穫」

第15回フォトコンテスト作品募集

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

宮前落語会　白鳥・菊之丞・兼好 三人会区役所地域振興課
〒216-8570宮前区宮前平2-20-5☎856‐3125 856‐3280

　３年２月２７日㈯に開催する「第13回まちづくり広場ラブみやまえ」にて、
活動紹介や体験コーナーなどを行う「宮前楽市」へ出展する団体を募集しま
す。 区内で活動する市民活動団体３０団体程度 10月12日（必着）まで
に申込用紙を直接、郵送、FAXで。［抽選］。※詳細は区役所などで配布
中の申込用紙で。

まちづくり広場ラブみやまえ　「宮前楽市」参加団体募集

募集・講座案内

菅生分館
〒216-0015宮前区菅生5-4-11☎977-4781 976-3450

　忙しくても楽しんで暮らしていくこつを学びませんか。子どもと一緒の
部屋で、話を聞けます。 10月30日、11月20日、12月4日の金曜、
10時～12時、全3回 菅生分館 20人 10月2日10時から直接、電話、
区ＨＰで。［先着順］

暮らしのレッスン―生活をともに学ぶ―

　菅生地区の歴史について、平瀬川を中心に講義と現地視察で学びます。
10月14日～11月18日の水曜、10時～12時、全6回 菅生分館他

14人 100円 9月16日10時から直接、電話、区ＨＰで。［先着順］

我が故郷　菅生村の人・川との関わり

　心肺蘇生法や、自動体外式除細動器（AED）の取り扱い方法などを講義
と実習から学びます。 １０月１９日㈪９時～１２時 宮前消防署 ３０人
８００円 ９月２９日９時から電話で。［先着順］

普通救命講習Ⅰ

　Zoomの使い方を、はじめのインストールから学びます。 10月5日、
12日、26日、11月2日、9日の月曜、14時～16時、全5回 菅生分館

スマホ・ＰＣなどでインターネット検索ができ、持参できる14人 9月15
日10時から直接、電話、区ＨＰで。［先着順］

はじめてのＺｏｏｍ！オンラインで広がるボランティア活動

認知症にならないために～脳トレしませんか？
　自宅で行える軽運動と歌で脳トレーニングを学びます。 10月23日、
11月20日、12月11日の金曜、14時～16時、全3回 菅生分館 30
人 100円 9月18日10時から直接、電話、区ＨＰで。［先着順］

フォトコン特集

市消防防災指導公社
〒210-0846川崎区小田7-3-1☎366-2475、366-8721 272-6699

第３９回宮前区民祭 中止について
区役所総務課☎856‐3123 856-3119

　今年開催予定の「第39回宮前区民祭」は新型コロナウイルス感染症の影響により、参加者の安全の
確保が困難であることから、開催を中止することを決定いたしました。※延期開催はございません。
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