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A 地域包括支援センター
B スポーツセンター
C 保育所と地域子育て支援センター

※答えは区版１面か２面の中にあります

中原区保育・子育て総合支援センターの
主な機能は？Q

「中原区保育・子育て総合支援センター」が
新たにオープン♪
　保育所と地域子育て支援センターの２つの機能を備えた「中原区保育・子育て総
合支援センター」が3月1日にオープン。注目ポイントを紹介します。
区保育・子育て総合支援センター☎744-3288 744‐3196
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区保育・子育て総合支援センター
アクセス

中原区小杉
陣屋町２-３-１

●南武線
　武蔵小杉駅
　徒歩13分
●新丸子駅
　徒歩10分

来所される際
は、公共交通
機関をご利用
ください。

　0歳から就学前までの子どもと
保護者が遊べるスペースです。子
育て世代などで交流できる他、専
任スタッフに育児相談などもできま
す。詳細は区保育・子育て総合支
援センターHPをご確認ください。
開所曜日・時間　月～金曜9時～16時半
休館日　日曜、祝日、年末年始
※月1回程度の土曜開所あり

地域子育て支援センターなかはら（2階）
（4月1日オープン）

区ＨＰ

　センターでは、保育士・看護師・栄養士などのスタッフが、子育て家庭をさま
ざまな面から応援します。子育てに関する情報が知りたい、育児の相談がし
たい、友達をつくりたい…。そんなときは、同センターを利用してみませんか。
子育てに関する交流拠点として、地域の人に気軽にご利用いただけます。

ここがイチオシ！

　子育てに関わる地域の人や保育施設に勤務する専門職を対象
とした会議・研修を行います。詳細はお問い合わせください。

多世代交流　就学前の子どもと地域の人が交流できます
保育士体験講座　保育士の仕事の実習体験ができます
保育実技研修　地域の保育施設向けの各種研修を実施します

研修・遊戯室（2階）

主な利用の例

中原保育園（１・2階）

　「体験保育」や「園庭開放」で、保育園の園児と一緒に遊びを楽
しむことができます。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため休止しています

子どもと保護者が、子どもと同年齢のクラ
スで楽しみます。
日時　月～金曜9時～食事前　対象　就学前の子どもと保護者
☎ 733-3835（事前申込制）

体験保育

子どもと保護者で一緒に遊びましょう。園庭開放
日時　月～金曜9時～16時半、土曜9時～15時半　
対象　就学前の子どもと保護者

子育て中の人 の皆さん注目！保育士 子育てボランティア

一時預かり保育が始まります
（4月から）

こんなときもご利用ください！

　保育の相談や育児・子育てにつ
いての悩みがある人は、事務室
受け付け（2階）にお越しください。

「保育士と遊ぼう・看護師、
栄養士と話そう！」

子育て応援ミニ企画（研修・遊戯室）　申し込みには、事前
登録が必要です。申し
込み方法など詳細は区
保育・子育て総合支援セ
ンターHPで。

　保育士や看護師、栄養士などのスタッフ
と話しながら、保護者同士も交流できる会
を開催します。詳細は区HPで。

区保育・子育て
総合支援
センターHP

区保育・子育て
総合支援
センターHP
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小杉行政サービスコーナーをご利用ください。住民票･印鑑証明他　JR南武線武蔵小杉駅北口階段下 ☎722-8685　休所日：祝日（振替休日を含む）

区役所企画課☎744-3149 744-3340

なかはらスマイル
イッツコムチャンネル（地デジ11ch）で放送中
水曜21:30~21:40/土曜16:00~16:10/日曜12:50~13:00
放送予定:みどりなおさんぽなかはら子ども自然観察
会、平間SDGsフェス　他

タウンニュース
毎週金曜発行、朝刊折り込み、区内各所でも配布中。
区内の魅力やイベントを紹介します

なかはらメディアネットワーク
情報コーナー
情報コーナーでは、タウン
ニュース中原区版、なかはらス
マイル瓦版、かわさきFM番組
表などを配布しています
情報コーナー設置場所
区役所、市民館、中原図書館、
とどろきアリーナ、国際交流
センター、武蔵小杉駅、元住
吉駅、武蔵中原駅、武蔵新城
駅、平間駅、向河原駅、グラ
ンツリー武蔵小杉　など

　地域メディアと連携して区内のあらゆる情報を発信し、
地域交流の促進や区のイメージアップを目指しています。

Enjoy★なかはら
かわさきFM（79.1MHz）　第1・3金曜11:00〜11:30
ゲストを招き、区内の魅力やイベントを紹介します。
スマートフォンからも聞けます

生涯学習プラザ 10,200円 3月23日（必着）までに直接か電話、❶教室
名、❷氏名（ふりがな）、❸性別、❹年齢、❺住所、❻電話番号を記入しハガキ
かFAXで〒211-0064今井南町28-41生涯学習財団☎７33-5894 733-6697 

［抽選］。※抽選結果・持ち物などの案内を3月31日㈬にハガキにて郵送

※❷〜❹、❻〜❽は2コースあり。 ４〜９月 中原老人福祉センター 市内在
住６０歳以上 材料費（講座による） ３月１日〜１7日にハガキを持参で直接、
同センター☎７７７-６０００ 777-2833 ［抽選］

　渋川沿いにぼんぼり飾りを掲出します。
期間　3月20日〜4月10日
場所　中原区木月伊勢町〜木月4丁目（渋川沿道）

区役所地域振興課☎744-3159 744-3346

生涯学習プラザ2021年度第1期スポーツ教室

中原老人福祉センター前期教室受講者募集

教室名 開講日 会場 定員 曜日 時間 回数

エアロビクス 4月19日

402
フィットネスルーム 40人

月 10時45分〜
11時45分

12回

ヨーガA
4月20日 火

13時45分〜
15時

ヨーガB 15時15分〜
16時半

たのしい
フラダンス 4月15日 203活動室 25人 木 9時45分〜

10時45分
体幹Up

ストレッチ体操 4月16日 402
フィットネスルーム 40人 金 10時50分〜

11時50分

教室名 定員/回数 曜日・時間
❶囲碁入門 7人/10回 毎週火曜 １３時半〜１５時

❷ゆらゆら体操 A・B各10人/各5回 第１・３水曜 13時半〜15時

❸ズンバゴールド A・B各5人/各5回 毎週金曜 13時半〜14時半

❹健康ヨガ A・B各10人/各5回 毎週金曜 １０時〜１１時半

❺押し花 6人/10回 毎週火曜 １０時〜１１時半

❻らくらく健康体操

A・B各10人/各6回

第１・３月曜 13時半〜15時

❼いきいき元気体操 毎週火曜 10時〜11時半

❽シニアのための筋トレ 毎週水曜 10時〜11時半

住吉ざくら　ぼんぼり飾り
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　平間小学校では、SDGs（持続可能な開発目標）をすべての教育活動の
中心に位置づけ、子どもたちの自信とともに、学校や地域への誇りを育
もうと、「平間プライド」を合言葉にSDGsに関わる取り組みを進めていま
す。例えば、川の水質・水質改善の歴史を学ぶ「多摩川ガタガタ探検隊」、
SDGsの取り組みを市内外へ情報発信する「平間SDGsフェス」など、地域
とともにSDGsの達成に向けたさまざまな活動を行ってきました。
　2年12月、このような取り組みが評価され、「第４回ジャパンSDGsアワー
ド」の特別賞「SDGsパートナーシップ賞」を受賞しました。同賞の受賞は、
市内では初、小学校では全国で3校目です。

学校や地域への誇りを育む「平間小学校」

平間SDGsフェス 佐川校長PTA会長・鈴木さん

平間小は、子どもと大人が一緒にSDGsに取り組みます。めざせSDGsのまち平間！

※「ジャパンSDGsアワード」は、内閣総理大臣を本部長とする
「SDGs推進本部」が、SDGsの推進に向けて優れた取り組
みを行う企業・団体などを表彰するものです。

平間小学校☎511-6528 556-3804

　窓口の混雑状況は　　　　　　　　　　で確認ができます。ま
た、待ち時間を有効活用していただけるように順番が近づいたこ
とをお知らせする「お呼び出しメール」サービスもご活用ください。

　3月・4月・5月は区民課窓口が大変混雑します

窓口混雑予想カレンダー

サンキューコールかわさき
☎200-3939 200-3900

3月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

4月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

5月
日 月 火 水 木 金 土

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

中原区なう！　検索

※４月第１週は大混雑が予想されますが、3日㈯は比較的待ち人数が少ないこ
とが見込まれます。
1日の混雑状況のイメージ　

8：30〜10：00 10：00〜11：00 11：00〜13：00 13：00〜15：30 15：30〜17：00

最長で1時間待ち比較的すいています 最長で3時間待ち最長で2時間待ち

　3〜５月は転入・転出の手続きなどにより区役所区民課窓口が大変混雑します。できるだけ混雑日や混み合う時
間帯を避けてお越しください（午前中は比較的すいています）。

「お呼び出しメール」サービスの案内 住民票の写し、印鑑登録証明書等は小杉行政サービスコーナーが便利です
利用時間　月〜金曜：７時半〜19時、土・日曜：９時〜17時（祝日、年末年始は休み）
場所　武蔵小杉駅北口階段下

日時　4月3日㈯８時半〜１２時半
取り扱い業務　転入・転出の手続き
など（国民年金業務・後期高齢者医
療保険・介護保険資格は除く）。詳
細は市版4面を参照してください。
※第２・４土曜８時半〜12時半は年
間を通じて開設しています

　市内から市外の転出
届は郵送で行えるため、
区役所へ行く必要はあり
ません。詳細は市HPで。

臨時窓口開設日のお知らせ

市外へ引っ越される方へ

市HP
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