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【お知らせ】鷺沼行政サービスコーナーが臨時休所します。詳細は市版6面で。

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3年7月1日現在）

23万4,378人

10万3,530世帯

＼宮前区は令和４年に区制40周年を迎えます／

第１５回フォトコンテスト作品　巡回展示会
「見つけよう、わたしの好きな宮前区」

湿
しっせい

生植物園では
四季折々の草花を

楽しむことができるよ。

　多摩丘陵の一角に位置し、緑や公園が多い宮前区は、令和４年に区制40周年
を迎えます。区のキャッチフレーズ「人が好き　緑が好き　まちが好き」は、
それぞれ「コミュニティー豊かな区民の和」「豊かな自然」「自然と区民の生活が調和
する豊かな地域」を象徴しています。

　区の魅力をアピールすることを目
的に開催しているフォトコンテストの
第15回応募作品を巡回展示します。
第16回は、10月から作品を募集す
る予定です。

日程 場所 展示作品

９月２日～９月９日 有馬・野川生涯学習支援施設
アリーノ２階 全作品

９月下旬～１０月上旬※ 向丘出張所１階 入賞作品
のみ

１１月５日～１１月１２日 宮前地区会館まじわーる宮前
（馬絹6-10-33）１階 全作品

※向丘出張所の日程についてはお問い合わせください
区役所地域振興課☎︎044-856-3125 044-856-3280

［住所］初山1-17（生田緑地内の一角）
［アクセス］市バス「溝口駅南口」から「初山」下車 徒歩約10分
※ 周辺に駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください

［住所］神木本町2-10-1
［アクセス］市バス「溝口駅南口」から「森林公園前」下車すぐ
［駐車場］時間：8時半～19時、料金：3月1日～11月30日の
土・日曜、祝日は有料、その他の日は無料、台数：112台

東高根森林公園パートナーズ（公園管理事務所）
☎︎ 044-865-0801（8時半～17時）

［住所］❶西地区：水沢2-2　❷東地区：水沢1-3（北部市場南側）
［アクセス］市バス「宮前平駅」から❶は「水沢一丁目」下車 徒歩約10
分、❷は「清水台」下車 徒歩約5分、小田急バス「向ヶ丘遊園駅」か
ら❶は「美しが丘三丁目」下車 徒歩約3分、❷は「南水沢」下車すぐ
※周辺に駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください
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審査委員長特別賞「住宅街の秋」

みやまえのとっておき スポットをご紹介！“涼”
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地（愛称：水沢の森）

西地区

西地区（竹林）

　まだまだ続く暑い夏。緑が豊かな宮前区で、木陰で涼を感じられるスポットを
宮前区30周年記念キャラクター「宮前兄妹」が案内します。

区役所企画課☎︎044-856-3133 044-856-3119

水生植物観賞池では、
遊歩道が整備されていて、

近くで草花を観察できるよ。

　県指定天然記念物のシ
ラカシ林や、地下に弥生
時代の集落跡が眠る古代
芝生広場などがあります。

秋には黄金のススキ野原が
広がるよ。

東地区では、
斜面を利用したアスレ
チック遊具で伸び伸び

遊べるよ。
　「縄文の森 水源の森復活」を柱
に、この地域の60年前までの里
山環境を再現するため、日々活
動しています。整備された竹林
やビオトープがおススメです。

　源流の一つが
菅生緑地西地区
にあります。

　用水路（とんもり川）を
流れる清流は、「飛

と ん

森
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の自然を守る会」の手で守
られています。
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令和4年に令和4年に区制40周年区制40周年を迎えますを迎えます
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川崎市民プラザは８月３０日㈪に臨時休館します ☎︎044-888-3131 044-888-3138

区のお知らせ
申し込み方法は市版6面参照

区役所地域振興課
☎044-856-3134 044-856-3280

しあわせを呼ぶコンサート～コロ
ナに負けるな！プロの歌手による
「第九」で音楽の力を感じよう！～

　コロナ禍の今年は、プロの演奏家、
ソリストたちがセッションをお届けしま
す。 ９月８日㈬13時半開演（開場12
時半） 宮前市民館大ホール 3００
人 ８月１６日から直接、電話か、氏名、
連絡先を記入しＦＡＸで。［先着順］
区民限定オンラインエクササイズヨ
ガ「おやすみヨガ」-EARTH-

　 9月3日～24日の金曜、21時～
21時45分、全4回 区内在住・在学・
在勤の人、各15人 1,100円※イン
ターネットに接続できる環境下で、パ
ソコン・スマホ・タブレットなどが必要（通
信料は参加者負担） ８月１５日から
直接か電話でフロンタウ
ンさぎぬま☎044-854-
0210 044-862-5030 

［先着順］

宮前スポーツセンター
☎044-976-6350 044-976-6358

第3期スポーツ教室参加者募集
（10月～12月）
　キッズチア、ピラティス、ヨガ、椅
子に座って脳トレなど、子どもから高
齢者まで楽しめる教室メニューが充実

しています。 宮前スポーツセンター
8月31日まで。［抽選］。

※申し込み方法など詳
細はお問い合わせくださ
い。

菅生分館
☎044-977-4781 044-976-3450

「シニアの使えるスマホ活用術」
災害・緊急時にも役立てる！

　スマホを活用して、災害時や緊急時
に備えましょう。かわさき防災アプリを
はじめ、スマホのトラブル、防災アプ
リの紹介動画制作まで学びます。

９月７日、１４日、２８日、１０月５日、
１２日の火曜、１４時～１６時（１０月５日の
み１４時～１６時半）、全５回 菅生分館

原則、区内在住で全回参加できる
おおむね５０歳以上で、スマホの基本
操作ができ、自分のスマホを持参でき
る人、１２人※詳細はお問い
合わせください。 ８月17日
までに直接か電話で。［抽選］

まちづくり局交通政策室
☎044-200-2717 044-200-3970

中央新幹線シールドトンネルにおけ
る安全・安心等の取組みに関する説
明会

　 ８月２４日㈫１８時15分から（開場
１８時） 宮前市民館大ホール 区内
在住の人、当日先着４５０人 JR東
海中央新幹線神奈川工事事務所（川
崎分室）☎044-411-0173（平日9時
~17時）。

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
☎044-877-9030 044-877-9232

敬老のつどい
　9月29日㈬に行います。

時間 内容

❶午前
の部

9時半
～11時半

ドキュメンタリー
映画上映会「明
治・大正の川崎
大師参詣」

❷午後
の部

14時
～15時

チェロとピアノ
のコンサート

60歳以上、各24人 宮前老人福
祉センター 8月19日までに返信用
ハガキを持参し直接。［抽選］。※❶
❷のいずれか１つのみ応募可。

後期受講者募集（10月～3月）
　気功、近代文学、男性の料理など
9講座。 宮前老人福祉センター 8
月23日までに返信用
ハガキを持参し直接。

［抽選］。※詳細はお
問い合わせください。

川崎市民プラザ
☎044-888-3131 044-888-3138

趣味の教室「パッチワーク・キルト＆
キルトアート」作品展

　バックやポーチ、ベッドカバーなど、
講師と受講生の作品を展示します。

9月7日㈫～12日㈰、11時～16時
※7日は13時～16時。 川崎市民プ
ラザ ふるさとコーナー。

区HP

宮前スポーツ
センター HP

　野菜摂取の充足度がわかるベジチェックの
実施や、食育の取り組みの紹介、世代別おす
すめ料理の展示などを行います。

９月３日㈮、６日㈪～８日㈬、いずれも10時
～15時　

宮前市民館１階 市民ギャラリー
区役所地域支援課☎044-856-3264 044-856-3237

　初めての子育て。子どもはかわいいけれど、楽しいだけではないのは、
みんな一緒。絵本の読み聞かせや外で過ごすなど、親子で日常とは少し
違う体験をしたり、子育て中に気になるテーマを学んだり、みんなで話を
しませんか。

９月３日、１７日、１０月１日、１５日、１１月５日、１２月３日、１７日の金曜、
１０時～１１時半、11月20日㈯１０時～１２時、全８回　 菅生分館他　

おおむね２年３月～３年３月生まれの第１子と保護者１２組　
100円

８月１7日までに直接、電話、区HPで菅生分館☎044-977-
4781 044-976-3450 ［区内在住者を優先の上、抽選］

　広い室内や庭で伸び伸びと遊ぶことができます。予約の上、遊びにきて
ください。9月は2カ所で実施予定です。
❶９月４日、❷９月１８日の土曜、いずれも10時～12時、13時半～15時半　
❶は地域子育て支援センターすがお、❷は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、❶は各31組、❷は各16組（入れ替え制）　
❶は８月１６日❷は８月３０日、いず

れも9時から電話か区HPで区役所保
育所等・地域連携担当☎044-856-
3290 044-856-3237 ［先着順］

　区では食生活改善推進員や運動普及推進員など健康づくりに取り組む
ボランティアが活躍しています。講座を通して食事や運動について学び、
区民や自身の健康づくりに一緒に取り組みませんか。新しい地区活動グ
ループを立ち上げたい人も大歓迎です。

日時 内容
10月1日㈮10時～11時半 健康づくり総論・健康づくりと食事（講義）

10月15日㈮10時～11時半 健康づくりと運動（講義と運動実習）
講師：湊 真理氏

10月22日㈮10時～11時半
健康づくりと地区組織活動（ボランティアの
活動紹介）
講師：小倉敬子氏

区内在住の原則全日参加できる人、 １５人　 区役所１階健診フロア
8月16日から電話か、氏名、住所、電話番号、希望するボランティ

ア活動を記入しFAXで区役所地域支援課☎044-856-3302 044-856-
3237 ［先着順］

赤ちゃんと、すがおであそぼっ！

地域子育て支援センター土曜開所

食育キャンペーン

健康づくりボランティア養成講座
区HP

日時（受付時間） 対象 内容他  ［先着順］

初期食
教室

（離乳食）

❶9月14日㈫
❷9月28日㈫
10時～11時
(9時45分～)

4カ月以降
の乳児の保
護者各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
子ども同伴可

いずれも
8月19日

から電話で。
☎044-856-

3264

中・後期
食教室
（離乳食）

9月6日㈪
10時～11時
(9時45分～)

6～10カ月
ごろの乳児
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。子ども同伴可

8月19日
から電話で。
☎044-856-

3264

幼児食
教室

9月17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。母子健康手
帳、筆記用具、バスタオル
持参

8月20日
から電話で。
☎044-856-

3264

アレルギー
相談

9月7日㈫
14時～
(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息、
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

8月19日
から電話で。
☎044-856-

3302

区役所地域支援課 044-856-3237
※電話予約は９時から受け付けます

教室・検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HP

宮前区民祭の中止について
区役所総務課☎044-856-3123 044-856-3119

　今年の宮前区民祭は、新型コロナウイルス感染症の状況や開催エリアの十分な確保が困難
であることから、開催を中止することを決定しました。

❶地域子育て支援
センターすがお
土曜開所（区HP）

❷地域子育て支援
センターさぎぬま
土曜開所（区HP）
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