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中原区の花パンジー

Point

!

地域との関わりの薄いイメージがある若い世代。
いえいえ！ そんなことはありません！
中原区というステージで、 未来のため、
地域のために頑張る皆さんを紹介します

044-744-3346

橘さん（26歳）
自家用車両を広告媒体
として活用するサービ
スの実現を目指してい
る大学院生。人工知能
（AI）により渋滞などの
社会問題を解決する

中原区は令和4(2022)年4月1日に区制50周年を迎えます

髙尾さん（18歳）
中原区地域教育会議の
メンバーとして「子ど
もの権利」に関し世代
を越えた意見交換がで
きる場づくりを行って
いる

憧れから始まった
"夢"への第一歩！

"楽しい""面白い"が
私の原動力！
"地域の温かさ"を
伝えたい！

青山さん（17歳）
地域の交流の場「誰で
も食堂てらこみーる」
のスタッフとして調理
をしたり子どもたちに
勉強や折り紙をレク
チャーしている

"地域貢献×ビジネス"で
地元を元気に！

葉菜さん（20歳）
フォトグラファー。上の写
真を撮影してくれました！
武蔵新城「CHILL写真館」に
て活動中！
Instagram @film_eos_

アレコレ聞いてみました！
地域での活動を通して

地域での活動に興味を持った

きっかけ

幼少期に住んでいた中国の北京に比べ
て中原区は地域のつながりが薄いと感じ
たことが地域活動に関わり始めたきっか
けです。

新丸子のおすし屋さんで偶然、地元
で顔の広い方に出会ったのがきっかけで
す。起業の際に地元の方々に支えていた
だいたからこそ、ビジネスを通して地域
に恩返ししたいと考えています。
小学校６年のとき、先生から参加を勧
めてもらい地域教育会議に参加しました。
そこで地域の人たちの温かさや、学校や
家以外の居場所がある大切さを感じたこ
とがきっかけです。
高校生の頃に救急救命講習で消防士の
やりがいを聞いて以来、消防士を目指し
始めたことがきっかけです。地元で市民
を守るための訓練の経験を積むために入
団しました。
たい
何かやってみ

得られた

は？

ものは？

青山さん

「地域活動に関わる」
って聞くと社会貢
献のイメージが強いと思います。でも、
今の活動に参加してみて、地域と関わる
ことが
「楽しい！」
「面白い！」ということ
を発見しました。

橘さん

老若男女問わず、さまざまな場所で活
躍する人たちとの
「つながり」をたくさん
作ることができました。何かやりたいこ
とができたとき、地域とのつながりが支
えになると実感しています。

髙尾さん

自分と気が合う友人たちと出会うこと
ができました。また、活動に積極的な人
たちと一緒にいることで、自分自身にも
積極性や主体性が身に付いたと思いま
す。

田部さん

同じ志の方々とつながれたことや、コ
ロナ禍で活動ができない中でも自然災害
に関する安全対策の知識を得たことで、
地域の安全を今まで以上に考えるように
なりました。

田部さん（23歳）
中原消防団のメンバー
として武蔵新城エリア
の防災に携わり、災害
に関する知識を蓄えな
がらトレーニングを
行っている

4人のカツヤクをのぞきました！

左：「誰でも食堂」で調理をする青山さん
右：自社サービスをテストする橘さん

左：出展したイベントで取材を受ける髙尾さん
右：消防団員のユニフォームに身を包む田部さん

4 人に共通するキーワードは「つながり」でした!

地元でつなが

りがほしい

※詳細は区版２面「ひろがるまちのひろば」
で！
（令和3年10月1日現在）
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2021（令和3）年

11月17日～28日 10時～21時
グランツリー武蔵小杉2階

中原区民交流センター
「なかはらっぱ」
に登録している市民活動団体な
どが日頃の活動を発表し、来場者や団体同士の交流を深めるお祭りです。
今年は、コロナ禍のため、パネル展示を中心に開催します。

立つ
こんな人に役
載
満
が
情報

11月30日～12月5日 10時～21時※
グランツリー武蔵小杉他

親子で楽しめるお祭りとして親しまれてきたイベントを、子育
てを楽しむヒントやお役立ち情報盛りだくさんで開催します。
武蔵小杉の夜景が描かれたパネルに、星形の紙に込めた
みんなの願いを貼り付け、撮影スポットを作ります
（11/30〜12/5）
地域子育て情報の展示

区役所地域ケア推進課☎044-744-3239

を作ります。１番多くの票を集めたものをロゴマークに決定します。

B

C

詳細や最新情報は
区 HPから

044-744-3196

区役所コンサートオンライン
無観客で収録した区役所コンサート

投票・ 12月15日(必着)までに区HPかハガキで❶氏名❷住所❸投
044-744-3340

親子で楽しめる
も！
オンライン企画

主催：なかはら子ども未来フェスタ実行委員会

4月に区制50周年を迎えることを祝し、区の魅力がつまった記念ロゴマーク

原区役所企画課☎044-744-3149

子育てに関するクイズも

※企画により開催時間が異なるため、事前に区HPで
ご確認ください

中原区制50周年記念ロゴマーク区民投票

票するロゴマーク
（1つ）
❹選んだ理由(任意)を記入し〒211-8570中

（12/4、5）
クイズラリー

子育てのお役立ち情報や、子育てを応援す
る団体や施設についてお知らせします

区役所地域振興課
☎044-744-3324 044-744-3346

詳細は区HPで

A

なかはら
子ども未来フェスタWEEK2021

（12/1〜5）
みんなで作るフォトスポット

仲間が
ほしい！

何か
新しいことを
始めたい！
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毎年多くの人でにぎわいをみせていた２つのお祭りが今年はかたちを変えてまちへ
飛び出し、グランツリー武蔵小杉（中原区新丸子東3-1135-1）
などで実施します。

地元のショッピングモールで発見！
なかはらっぱ祭り

11月号

詳細は
区 HPで

D

の動画を公開します！ 内容：元劇団四
季所属の沼尾みゆきさんによる歌唱と
デ ュ オ

イレーネ

Duo Ireneによるバイオリン二重奏
※配信は11月30日まで。
区役所地域振興課☎044-744-3324

044-744-3346

中原区役所コンサート

区市民健康の森を育てる会☎

区のお知らせ

788-6579(平日15時 ～17時)。区 役

申し込み方法は市版6面参照

所 地 域 振 興 課 ☎044-744-3324

【市民提案型事業】
なかはら！わんことこどもの運動会
一般参加の部に出場する犬と飼い
主の募集。 子犬からシニア犬まで参
加可。

11月20日㈯10時～12時。

荒天の場合は11月21日㈰
緑地催し物広場

等々力

飼い主と犬24組
（1

頭ごとに申し込んでください。１頭に
つき飼い主などのハンドラー１人以上
が必要） １頭ごとに1,000円

11

月16日15時までにFAXかHPでシェ
アドッグスクール
［抽選］
3152

044-866-2066

区役所企画課☎044-744044-744-3340

044-744-3346
普通救命講習Ⅰ
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の講義
と実習。
時半

12月14日㈫13時半～16

中原消防署 ３０人 ８００円
11月24日9時 から電 話で市 消

防防災指導公社☎044-366-2475
044-272-6699
［先着順］
期間延長!マイナンバーカード申請用
写真の無料撮影
好評により、区役所で同カードを申
請する人に、申請用の顔写真を無料
で撮影しています。

11月30日まで

の平日9時～15時、第2・4土曜8時

市民健康の森
❶井田山 池の水抜け対策、小川・
水路護岸の整備❷井田山 シイタケの
原 木の伐 採。

044-

❶11月21日㈰ ❷

12月2日㈭、いずれも9時に市民健康
の森入口広場集合。雨天中止

中原

半～11時半

中原元気クラブ活動日程
種目

検索

中原元気クラブ

内容

日程

時間

検索
場所

ボール運動を中心とし、ス 11/15、22、29
大戸
OTOアート
15時半〜
ポーツ万能になるきっかけ 12/6、13、20
小学校
フットボール
16時20分
の月曜
作りを目指します
校庭
30
下小田中
運動の基本であるランニン 11/16、
17時半〜
14、
21
小学校
キッズラン グで、楽しく基礎体力の向 12/7、
18時15分
の火曜
体育館
上を目指します
かっこいいダンスの振りをマ
Saturday
9時〜
スターし、地域の発表会出
ダンス
9時50分
演を目指します
ダンス
ダンスに必要なステップや
10時〜
エクササイズ 体の使い方などを学びます
10時半
11/20
大戸
小学校
マット上で、体の柔らかさ、 12/4、18
10時半〜 体育館
マット体操 すばやさ、きめ細やかな動 の 土曜
11時
きを身につけていきます
10時40分
自由にバドミントンを楽しむ
バドミントン
〜
時間です。家族や友達同士
time
11時40分
で楽しみましょう
※初回無料体験
（１種目のみ）
会費3,000円／半年
（4月〜9月、10月〜3
月、途中入会は月割り） ＨＰで中原元気クラブ事務局 区役所地域振興課☎︎
044-744-3323 044-744‐3346

中原区に住民登録が

あり初めて同カードを申請する人
区役所区民課☎044-744-3175
044-744-3341※詳細はお問い合
わせください

若者世代と区役所がコラボ

中原区役所では、より多くの若者世代が地域に関わるにはどうしたらいい
のか、
「かわさき若者会議」
のメンバーとともに考えるプロジェクトを進めてい
ます。その一環で、今回の区版1面の編集も区役所と同会議メンバーが一

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。

緒に行いました。

「かわさき若者会議」
とは？

「地元の友だちをつくりたい」
「地域で何かやってみたい」
という２５歳以下の若
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 :中原スポーツまつりプレイベント
新城まちゼミ 他
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

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

区役所企画課☎044-744-3149

なかはらメディアネットワーク
情報コーナー
タウンニュース中原区版、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、 東急
「武蔵小
杉駅」
「元住吉駅」
、JR
「武蔵小
杉駅」
「武蔵中原駅」
「武蔵新城
駅」
「平間駅」
「向河原駅」
など

044-744-3340

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

者が情報交換などを行うプラットフォームです。興味のある人はぜひ連絡を！
メンバーからのメッセージを
ご覧ください！

⃝スマートフォンのカメラで
右の二次元コードを読み
込んだ後、横の写真にか
ざすとAR
（拡張現実）
映像が再生されます！
かわさき若者会議
kawasaki.wakamonokaigi@gmail.com
区役所地域振興課☎044-744-3282
044-744-3346

JR南武線武蔵小杉駅北口階段下 ☎044-722-8685

休所日：祝日
（振り替え休日を含む）

