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10万 3,573世帯
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●編集：宮前区役所企画課
（☎044-856-3133

044-856-3119）
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あなたのまちの向丘出張所
む か い が お か

出張所は、地域の皆さんの暮らしをさまざまな面からサポートできるよう、戸籍、住民票などの証明書の発行業務をはじめ、町内会・
自治会や市民活動の支援などに取り組んでいます。
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向丘出張所は
こんなところ！

区役所向丘出張所☎044-866-6461

昨年の交付件数は
18,063件

❸ 町内会・自治会や市民活動の支援を行っています

❷ 各種証明書の発行をしています

ティーカフェ、スポーツ大会など、たくさんのイ

街頭での交通安全の啓発活動や、 コミュニ
ベントや交流事業を地域住民の皆さんと協力して

戸籍謄・抄本
（全部・個人事項証

開催しています。

明書）
、
住民票の写し、
所得・課税
（非

❶ 明るいロビーではさまざまな情報を発信

課税）
証明書、印鑑証明書など。

出張所職員と協力して、
地域の方々に楽しんでもら
えるイベントを考えています！

※詳細はお問い合わせください

向丘出張所では市や
区からのスポーツ、芸
術、防災、福祉などの
さまざまな刊行物やチ
ラシを配架しています。
新型コロナウイルス感
染 症 に 関 する情 報も
日々更新しています。

044-857-6453

向丘地区青少年指導員会
森山会長

❹ 授乳室を設けています
エレベーター

階段

❶

お気軽にお声かけください

おむつ交換にも利用できます。
トイレ

自
販
機

入り口

❷
❸

本
棚

執務室

❶
❹
キッズ
スペース 授乳室
1階平面図
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さらに地域活動
の場にも！

区民活動支援コーナーと集会スペースは、地域
活動の交流の場になっています。 登録制で、 音
楽活動、書道、詩吟、ストレッチなどで活用され
ています。登録方法など、詳細はお問い合わせく
ださい。

集会スペースはさまざまな活動で使用されています

向丘出張所の機能のあり方を検討しています！
向丘出張所がより区民に身近な地域の拠点となるよう

を予定しています。これまでの検討の様子は市HPで。
市民文化局区政推進課☎044-200-2309

「高齢者

ク

セ

ス

◦宮前区平1-1-10

に、これまでに地域の方から頂いた意見を踏まえ、今年度
中に
「
（仮称）
向丘出張所の今後の活用に関する方針」
の策定

ア

区民活動支援コーナーはコピー機なども設置されています

市HP

044-200-3800

◦市バス
「向丘出張所」
下車すぐ。
市バスの運行情報や時刻表などについては
「市バスナ
ビ」
でご確認ください。

市バスナビ

模範を示そう 交通マナー」 ９月21日㈫から９月30日㈭は
「秋の全国交通安全運動」期間です。

ここからみやまえ区版です

2021（令和3）年

9月号

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

宮前市民館☎044-888-3911

044-856-1436

市民自主企画事業「あなたの隣にもいるセクシュアルマイノリティ
～子どもから大人まで・地域に目を向けて」第１回

等々力陸上競技場までウオーキングし、浦和レッズ戦を観戦
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

東京ドキュメンタリー映画祭2020

さい。※雨天は観戦のみ

短編部門グランプリ受賞作品
「I Ａm

11月３日㈷10時〜16時

Ｈere －私たちはともに生きている

二子新地駅改札前に集合、等々力陸上競技場で解散

－」
観賞と、監督で看護師でもあるト

30人

ランスジェンダー男性、浅沼智也氏

大人3,300円、小・中学生2,200円
（チケット・弁当代）

との交流会を行います。

９月１５日〜１０月７日に直接か電話でフロンタウンさぎぬま☎044-

10月30日㈯13時半～15時半

044-862-5030［抽選］

区役所地域振興課☎044-856-3177

宮前市民館

044-856-3280

15人
9月15日10時から直接、 電話、

映画「I Ａm Ｈere −私たち
はともに生きている−」公式
サイト（https://iamheretrans.jp/）より引用

区HPで。
［先着順］

まちづくりウオーキング～日本民家園を
訪ね、秋のとんもり谷戸を歩く～

区HP

市民自主学級「ボードゲームで楽しい輪を広げよう」
毎回いくつかのボードゲームを体験し
ながら、自分に合ったゲームを見つけ、

10月22日㈮13時～16時

家族や知り合いとのコミュニケーション向

生田緑地東口ビジターセンター前に

上に役立てませんか。

集合、平4丁目公園で解散

10月6日～11月24日の水曜
（11月3日

２０人

を除く）
、13時半～16時、全７回

100円
（日本民家園入園料は別途）

宮前市民館

９月15日から直接か電話で区役所
地域振興課☎044-856-3125
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募集・講座案内

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

854-0210

区 版 みやまえ

No.1256

10名

9月15日10時から直接、電話で。
［先着順］

044-

市民自主企画事業「やってみよう！はじめよう！備災の一歩」

856-3280［先着順］
※飲み物、雨具など持参

いざという時に自分や家族の命を
守る行動をとるため、 普段の生活に

区役所保育所等・地域連携担当

区のお知らせ

☎044-856-3290

申し込み方法は市版6面参照

区役所地域振興課
☎044-856-3177

044-856-3280

区民限定オンラインエクササイズヨ
ガ「おやすみヨガ-EARTH-」
10月1日～29日の金曜、21時
〜21時45分、全５回
学・在勤の15人

区内在住・在

1,100円※インター

～15時半
すがお

［先着順］

9月15日10時から直接、電話、区HPで。
［先着順］

９月21日９時から電

区HP

話か区HPで。
［先着順］

崎台駅広場に集合
人

☎044-366-2475

普通救命講習Ⅰ

宮前消防

署 ３０人 ８００円 ９月２７日９時から

アクティブシニアスポーツ
60歳以上を対象に、 健康体操や
ボッチャなど、楽しく簡単なスポーツ
を紹介します。詳細は電
9月25日㈯9時半〜11
時45分

同センター

電話で。
［先着順］

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

健康フェア「消毒液の正しい使い
方・作り方」
10月28日㈭13時半～15時

話か同センターHPで。
同センター
HP

センター 60歳以上の20人

同

9月15

日から直接か電話で。
［先着順］

60歳以上の10

9月15日から直接か電話

短期講座「脳と体のいきいき教室Ⅱ」

実習。受講者に修了証を交付します。

044-976-6358

宮

で。
［先着順］

044-272-6699

10月18日㈪９時～１２時

50円

区HP

時～11時半、全6回❷4年１月11日、

宮前の郷土を巡るまち歩き
10月14日㈭9時半～12時

（AED）
の取り扱い方法などの講義と

☎044-976-6350

5人

就学前の子どもと

心肺蘇生法や、
自動体外式除細動器

宮前スポーツセンター

子育て中の保護者5人
（子ども同伴可）
、防災に関心のある

地域子育て支援センター

保護者、各31組
（入れ替え
制）

昨年度の様子

土橋小学校、宮前市民館

10月９日㈯10時～12時、13時半

市消防防災指導公社
フロンタウン
さぎぬまHP

曜、10時～12時、全3回

広い室内や庭でのびのび遊べます。

信料は参加者負担） ９月15日から

044-862-5030

10月5日、26日、11月16日の火

地域子育て支援センター土曜開所

コン・スマホ・タブレットなどが必要
（通
直接か電話でフロンタウ
ンさぎぬま☎ 044-854-

災害への備えを始めませんか。 小さ
い子ども連れで学べます。

044-856-3237

ネットに接続できる環境下で、 パソ

0210

もそのまま使える防災のワザを学び、

❶10月５日、19日、11月２日、

25日、２月１日、15日、３月１日、15
日の火曜、10時～11時半、全６回
同センター

❶❷いずれも60歳以上

の各15人

各200円 ９月７日〜１６

日に本人が返信用ハガキを持参し直
接。
［抽選］

16日、12月７日、14日の火曜、10
地域みまもり 教室・検診案内
支援センタ― 会場は区役所1階健診フロア

日時
（受付時間）

対象

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
内容他

［先着順］

❶❷
❶10月12日㈫
離乳食の始め方や進め方に
いずれも
4カ月以降
初期食 ❷10月18日㈪
ついて。母子健康手帳、筆
9月16日
の乳児の
教室
いずれも
記用具、バスタオル持参。
から電話で。
保護者
＊❶❷は同じ内容
（離乳食） 10時～11時
☎044-856各15人
子ども同伴可
(9時45分～)
3264
6～10カ月 2回食以降の離乳食の進め 9月16日
中・後期 10月4日㈪
ごろの乳児 方について。母子健康手 から電話で。
食教室 10時～11時
の保護者 帳、筆記用具、バスタオ ☎044-856（離乳食） (9時45分～)
15人
ル持参。子ども同伴可
3264
10月5日㈫
区内在住の 医師による気管支ぜんそ 9月16日
アレルギー 14時～
0歳〜就学 く、アトピー性皮膚炎な から電話で。
相談
(13時45分～ 前の子ども ど、アレルギー性疾患に ☎044-85614時)
10人
ついての相談
3302

市政だより発行後に、掲載内容について変更・延期・中止となる場合があります。詳細は各問い合わせ先にご確認ください。

