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【マイナンバーカードのお受け取りは1階へ】　区役所1階にマイナンバーカード交付窓口を新設しました。

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9月1日現在）

23万3,980人

10万2,291世帯

不審な電話を受けたら、一人でその場で対応しない！ 家族や警察、公的機関に相談しましょう。

詐欺対策していますか？
　オレオレ詐欺や還付金詐欺などの特殊詐欺による被害が止まりません。特に年末は被害が増える
傾向にあります。特殊詐欺の手口は日々巧妙化しており、「自分はだまされない」「自分のところには
来ない」と思っていても、だまされてしまう可能性は十分にあります。万一に備えて対策しましょう。
区役所危機管理担当☎856-3137 856-3280。宮前警察署☎853-0110

～「自分は大丈夫」がキケン！～

こんな言葉を電話で聞いたら詐欺！

犯人は録音されることを嫌います。留守番電話が作動する前に電話は取らないようにしましょう。
迷惑電話防止機能付き機器の設置も有効です。

犯罪情報を
チェックして対策！

●みやまえ警察かわら版
　宮前警察署で作成する区内の犯罪や事故を扱う広報誌
（随時発行）。新聞折り込みなどで配布。
●ツイッター「神奈川県警察本部刑事部捜査第二課」
　特殊詐欺の発生状況を発信しています。

●かわさき防犯アプリ「みんパト」
　市内の不審者、痴
漢、空き巣などの情
報をお届けするスマ
ホ用の市公式アプリ。 iPhone Android

警察です。
詐欺の犯人を捕まえたら、あなたの
キャッシュカードがでてきました。

※犯人が自宅を訪問し、偽カードとすり替えてしまいます

保健所です。
PCR 検査キットを送るので、
家族構成を教えてください。

※個人情報が、他の詐欺被害につながることも

区役所です。
保険料還付金の受け取りを、
ＡＴＭで操作してください。

※口座間送金で、お金をだまし取られます

電気・ガス・水道・消防設備の
点検に来ました。

※点検をかたった詐欺や強盗のことも

これらはほんの一例です

　宮前区内での、今年の認知被害額
は約4600万円（10月末時点）。

区内でも被害が
出ています

「 急 に お 金 が 必 要！ 用 意 し て！」
 「 あ な た の キ ャ ッ シ ュ カ ー ド が 」　

「 ＡＴ Ｍ で 医 療 費 を 還 付 し ま す 」

常に留守番電話を設定して対策！

ほんと！？ええ！？
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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せきエチケット」です。こまめにせっけんで手を洗いましょう。

　今年度は宮前地区青少年作品展特
設サイト上で絵画や書道作品を展示し
ます。入賞した作品については、区
役所２階ギャラリーにて展示します。
●応募作品展示
12月1日9時～3月31日　 宮前地区青少年作品展特設サイトＨＰ

●入賞作品展示
12月8日（火）～14日（月）、8時半～17時15分（開庁日のみ）
区役所２階ロビー
区役所地域振興課☎856-3135 856-3280

　４月から児童福祉法などの改正で、家庭内で子どもに対する体罰など
が禁止されることが明言されました。児童虐待
防止全国ネットワーク理事で子育てアドバイザー
の高
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氏を招いた講演会を開催します。
2月19日㈮14時～16時半
区役所４階大会議室
市内在住80人（うち、オンライン参

加は50人）
12月15日から電話か区HPで。［先着順］

　宮前区のスポーツ推進事業として、オンラインエクササイズヨガを開催
します。
12月18日、1月8日～3月26日の金曜、21時～21時45分
区内在住、各15人　 各500円

※インターネットに接続できる環境下で、パソコン・スマー
トフォン・タブレットなどが必要です（通信料は参加者負担）。
詳細は、「フロンタウンさぎぬまＨＰ」をご覧ください。

12月15日からフロンタウンさぎぬまレッスンチケット
販売サイトで☎854-0210 862-5030［先着順］
区役所地域振興課☎856-3177 856-3280

　「自らの地域は自らが守る」をモットーに、災害
から市民を守るため、区内では133人（11月１日
時点）の消防団員が活動しています。消防団は市
町村の消防機関の一つで、消防団員は別に仕事
を持っている非常勤特別職の地方公務員です。
あなたも地域のために活躍してみませんか。
入団資格　�区内在住・在勤の18歳以上（性別不問）

宮前消防署☎852-0119 862-2795
※入団方法など詳細はお問い合わせください。

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

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（9時～16時） 877-9232

　ボードゲームをコミュニケーション能力の向上に役立ててみませんか。
1月13日～2月24日の水曜、13時半～16時、全7回
宮前市民館　 10人�
12月16日10時から直接か電話で。［先着順］

　いろいろな視点から「夫婦の距離」を捉え直してみませんか。
1月21日～2月18日の木曜、10時～12時、全5回。※1月28日の講

師はオンラインによる登壇　 宮前市民館　 12人
12月16日10時から直接、電話、区ＨＰで。［先着順］

　多様な性のあり方について理解を深め、誰もが自分らしく生きることを
考えてみませんか。
1月23日～2月13日の土曜、10時～12時、全4回　 宮前市民館　　
30人（うち、オンライン参加は15人）
12月22日10時から直接、電話、区HPで。［先着順］

　公募の区民の皆さんが演者となる、「いじめ」をテーマにした朗読劇のＤ
ＶＤを観賞し、「いじめ」について考え、意見交換をします。
1月24日㈰13時半～15時半　 宮前市民館
区内在住・在勤の中高生15人、大学生以上15人
12月15日から1月15日までに、区役所、市民館などで配布中のチラ

シ裏面の応募用紙に「市政だよりを見た」も記入し、郵送かＦＡＸで。［先着順］

　いざというとき、自分が幸せに生活できる場所を今から学びませんか。
1月22日㈮13時半～15時　 宮前老人福祉センター（宮前いきいきセ

ンター）　 市内在住60歳以上20人�
12月17日から直接か電話で。［先着順］

日時（受付時間） 対象 内容・持ち物他 � ［先着順］

離乳食
教室
（初回）

❶1月12日㈫
❷1月18日㈪
10時～11時
(9時45分～)

4カ月以降の
乳児の保護者
各回15人

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、バスタオ
ル持参。
＊❶❷は同じ内容

❶❷いずれ
も12月15日
から電話で。
☎856-3264

離乳食
教室
（継続）

1月25日㈪
10時～11時
(9時45分～)

6～10カ月頃
の乳児の
保護者15人

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、バスタ
オル持参。

12月15日
から電話で。
☎856-3264

幼児食
教室

1月5日㈫
10時～11時
（9時45分～）

1歳3カ月～2
歳の子どもの
保護者15人

幼児期の食生活に
ついて。
歯科相談あり。保
育はありません。母
子健康手帳、筆記
用具、バスタオル
持参。

12月18日�
から電話で。
☎856-3264

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。子どもと一緒、もしくは大人のみでも参加できます

教室・健診案内地域みまもり
支援センタ― 会場は区役所1階健診フロア

フロンタウン
さぎぬま

レッスンチケット
販売サイト

作品展
特設サイト

区HP

第35回宮前地区青少年作品展の開催 宮前区要保護児童対策地域協議会　講演会
叩かない子育て宣言

～体罰等によらない子育てのために～

区民限定オンラインエクササイズヨガ
「おやすみヨガ　-EARTH-」

まちの安全を守るＨＥＲＯ
宮前消防団で一緒に活動しませんか？

　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」。「新しい生活様式」の
中で親子でおうちで楽しくできる情報を、
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

※放送時間は変更になる場合があります検索宮前区�ぐる～っとみやまえTV

市民自主学級「ボードゲームで楽しい輪を広げよう」

男女平等推進学習「新しい生活の中で、夫婦の距離を考える」

ＬＧＢＴやセクシュアルマイノリティってなに？
～多様な性のあり方を知ろう～

宮前区地域教育会議　教育を語るつどい
区民が演じる!!～朗読劇「親の顔が見たい」～ＤＶＤ鑑賞会

「明るい老後生活を目指して」
～在宅介護か施設（ホーム）か終

つい

の住み家選び～

募集・講座案内

12月は「おうちで料理教室！親子いっしょにみそ玉づくり編」

【川崎市学生消防団員活動認証制度について】
　市内在住の大学生などの学生が、市の消
防団員として顕著な実績を収め、地域社会
へ貢献した実績を市長が認証して就職活動
を支援することを目的とした制度です。

消防団を特集した
動画を区YouTube

チャンネルで配信中！
詳しくは、

「ぐる～っとみやまえTV
第9回」で検索！
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区役所地域支援課☎856-3308 856-3237
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