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区制４０周年

1

「つながれ、
ミライのまちへ」

0

スポーツ

区HP
（区制40周年
特設ページ）

令和４年7月1日に区制４０周年を迎える宮前区では、区民

の皆さんとともに周年を祝い、これまで培ってきた地域の魅
力を再発見するとともに、これを広く区内外に発信しさらな

る区政発展の契機とするため、今年を４０周年記念イヤーと

して、
「つながれ、ミライのまちへ」
をテーマにさまざまな取り
組みを展開していきます。 今回は、ミライを担うアスリート

の皆さんなどから頂いたメッセージを紹介します。
区役所地域振興課☎044-856-3177

044-856-3280

◆ヒートアップ
佐藤大地選手（野川中 1年）
さ

◆川崎ブレイブサンダース
藤井祐眞選手
ふじ

い

ゆう

とう

だい

ち

プロレスが好きで道場に通う

ま

ようになり、プロデビューを果
たしました。これからも自分を

今シーズン主将に就任し、新スローガ

見て夢を持つ子どもたちが増え

ン
「MOVE」
のもと、 見てくださる皆さん

るよう、頑張っていきたいです。

の心を動かすようなプレーでリーグ優勝
などの3冠を目指し、戦ってまいりますの
で区民の皆さんも応援をよろしくお願いし
ます。この1月には宮前スポーツセンター
にてバスケット
ボールスクール
も新 規 に 開 校
しますので、よ
りブレイブサン
ダ ー スを 身 近
に感じていただ
ければうれしい
です。

ⒸKＢT

おに

き

しら つち

◆白土新体操クラブの皆さん
コロナ禍でも感染対策を

とおる

◆川崎フロンターレ 鬼木 達監督
昨シーズンもコロナの影響で観戦の制限があり、ファン・
サポーターの方々は声が出せず苦労されたと思いますが、
拍手で鼓舞していただき、本当

行いながら日々練 習に励
み、 悲願の
「全日本ジュニ
ア新体操選手権大会」
に出
場しました。 次に続く小さ
な後輩たちのためにも、努

にありがとうございました。 そ

力を重ねていきたいと思い

の大きな拍手でチームに勇気を

ます。

与えてもらい、ホームゲーム無
敗でJ1リーグを優勝できました。
今年はリーグ3連覇と昨年逃し

◆サギヌマスイミングクラブ鷺沼
髙橋陽向選手（高校1年生、区内在住）

たアジアチャンピオンズリーグ

たか

優勝を目指して頑張りますので、
応援よろしくお願いします。

ひ

なた

幼稚園の頃から水泳を始め、多くの大
ⒸKAWASAKI FRONTALE

◆
「川崎フロンターレ リーグ優勝記念」
か わ さきス ポ ー ツ
パートナーである川崎
フロンターレの優勝の
喜びを分かち合うため、
区内各所に優勝記念装
飾を施し、 祝勝ムード
を演出しています。

はし

会にチャレンジし、競泳中心の生活を送っ

と
メロー

メロメロ話

ています。息抜
きは愛犬との散

区名産
「宮前メロン」
の畑

歩。 気さくに声

からやってきた双子の仲良

をかけてもらえ

し兄妹、メローとコスミン

てリフレッシュ

です。 今年は記念Ｔシャツ

できます。 今年

を着て、区制４０周年をみん

も新たなステー

なと一緒にお祝いするよ！

ジを目指してい
▲鷺沼駅前案内看板裏面

の
コスミン

きたいです。

区 制４０周 年 記 念事業 の 一環として、協賛事業を募集します。内容は区 版２面で。

区 制 40周 年

ここからみやまえ区版です
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認知症〜学ぼう・話し合おう・チェックしよう〜
地域包括ケアシステム
推進講演会

×「認知症サポーター養成講座」
フォローアップ研修

認知症になっても、地域で自分らしい生活を送るためのヒントを専門医、
認知症の当事者、支援者それぞれの立場からうかがいます。
1部…認知症専門医による講演。講師は長濱康弘氏
（かわさき記念病院副院長）
2部…若年性認知症の当事者と支える人たちへのインタビュー
３月5日㈯14時～16時

区役所大会議室

75人

１月17日から

電話、FAX、 区HPで区役所地域ケア推進課☎044-856-3300

044-

856-3237［先着順］ ※来場参加で手話通訳・要約筆記が必要な人は、
２月１7日までに申し込んでください。
※当日YouTube配信あり。視聴方法などの詳細は区HPで。
3月1日までに事前申し込みが必要です。

区HP

認知症介護者教室
認知症の人の介護をしてい

アタマとカラダの健康イベント
－脳の元気度チェック－

る人同士で、普段の悩みや困

認知症の理解と予防についての

り事を話し合ってみませんか。

教室です。タブレットを使った認知

２月10日㈭10時～11時半

機能の検査を受け、当日結果を知

区役所大会議室

認知症の人

ることができます。

の介護をしている10人
（認知症

1月24日 ㈪10時 ～11時 半

の当事者と参加希望の場合は

丘出張所大会議室

要相談）

歳以上２０人

1月25日から電話

向

区内在住の６５

１月17日から電話

かFAXで区役所地域支援課☎

かFAXで区役所地域支援課☎044-

044-856-3302

856-3302

044-856-

3237［先着順］

044-856-3237［先

着順］

グでやりたいことを記入し直接、FAX、

の着付け、大正琴、フラダンス、テー

医学の知恵から免疫力UP！ 毎日の食

申し込み方法は市版6面参照

応募フォームか郵送で〒216-

ブルで楽しむ茶道、華道
（柴 山 古 流・

事と健康」
❹
「少しでも楽な親の介護っ

8570宮前区役所地域振興

縁山流、草月流）
、水引工芸をご用意し

て？
『いつか』
のために、今できる準備

区役所地域振興課

課。
［選考］
。※詳細は区役所

ました。日本文化やアートに触れてみま

を学ぶ」
。

せんか。 ２月３日
（必着）
ま

１２日❹１９日の土曜、14時～16時

でに希望講座も記入し往復

菅生分館

区のお知らせ

☎044-856-3125

044-856-3280

宮前区フォトコンテスト入賞作品
ギャラリーバスを運行します

などで配布中のチラシで。

し ば や ま こ りゅう

え ん ざ ん りゅう

応募
フォーム

区民限定オンラインエクササイズヨ
ガ「おやすみヨガ-EARTH-」

そうげつ りゅう

ハガキか申し込みフォームで

2月4日、18日、25日 の 金 曜、

〒216-0006宮前区宮前平

21時～21時45分、全3回 区内在住・

2-20-4宮前市民館内宮前

コンテストに入

在学・在勤の15人

区文化協会。
［抽選］
。※詳細

賞した作 品を、

日から直接か電話でフロ

第16回フォト

市営バス車内に
展示します。 乗

川崎市公園緑地協会賞
「コロナに敗けるな」

車しながら区の魅力ある風景を観賞

1月15

854-0210

044-862-

同協会
ラシや同協会Facebookで。 Facebook

5030［先着順］

フロンタウン
さぎぬまHP

区役所地域支援課

ら２８日まで。 運行区間は鷲ヶ峰営業
所菅生車庫の路線で1台運行。 ※日

☎044-856-3264

によって運行路線は変わります。 路

食育キャンペーン

044-856-3237

区内で食育に取り組む施設や団体

200-2491）にお 問 い 合 わ せくださ

をパネル展示で紹介します。

い。バス車内での写真・動画撮影はご

日㈪ ～17日㈭、9時 ～17時
（17日は

遠慮ください。

15時まで） 区役所2階ロビー。

「響け！みやまえ太鼓ミーティング」
出演団体・実行委員募集

区役所保育所等・地域連携担当
☎044-856-3290

8月開催のみ
やまえ太鼓ミー

2月14

044-856-3237

地域子育て支援センター土曜開所

ティングの出演

広い室内や庭でのびのび遊べます。

団体と企画・運営に関わる実行委員を

２月12日㈯10時～12時半、13時

募集します。月1～2回、夜間に行う

～15時半

会議への出席が必要です。初回は3月

すがお

3日㈭18時半から区役所大会議室で

各３１組
（入れ替え制） １月

行います。

❶出演団体…区内を中

心に活動する太鼓団体12団体程度
（1

地域子育て支援センター

就学前の子どもと保護者、

24日９時から電話か区HPで。
［先着順］

～2人の実行委員推薦をお願いします）

宮前市民館

❷実行委員…区内在住・在勤・在学の

☎044-888-3911

30人程度 １月28日(必着)までに❶

044-856-1436

か❷の希望、団体名、住所、氏名、

宮前区文化協会「みやまえ文化講座」

電話番号、応募理由、太鼓ミーティン

気軽に体験できる講座として、着物

区制４０周年協賛事業の募集
区制４０周年記念事業のテーマ
「つながれ、ミライのまちへ」
に沿った
事業を、協賛事業として募集します。 区内に活動の拠点を置く市民、
団体、事業者が主催し、多くの区民が参加できるものが対象です。協
賛事業として承認された事業は
「宮前区区制４０周年記念事
業」
の冠称やキャラクターの使用などができます。 申し込み
方法など詳細は問い合わせるか区HPの募集要項で。
区役所地域振興課☎044-856-3135

044-856-3280

宮前区地域教育会議「宮前子ども
会議」〜みんなで話そう！
「学校あ
るある」～
子どもが生き生きと自分らしく輝く

区HP

❹の

み300円 １月22日までに
直接、 電話、 区ＨＰで。
［区

区HP

宮前スポーツセンター
☎044-976-6350

044-976-6358

宮スポレクボッチャ大会
障害者も楽しめるスポーツの
「ボッ
チャ」
の大会を行います。
㈯9時～11時半

2月26日

同センター 8チー

ためにはどうしたらよいでしょう。
「学

ム
（小学生以上1チーム3人） 2月5日

校あるある」
をテーマに子ども同士で

（必着）
までに代表者が
「申込書」
に必

話しながら、みんなが日常的に通う

要事項を記入し直接、 郵送、FAX、

「学 校」について考えてみましょう。

同 セ ン タ ー HPで〒216-0011宮 前

２月２３日㈷14時～16時
民館

宮前市

区内在住か在学の小学５年生

区犬蔵1-10-3宮前スポーツセンター。
［抽 選］
。 ※ 申 込 書は同セ

１月22日

ンターで配 布 中。 同セン

までに区役所や市民館など

ター HPからもダウンロード

～高 校 生30人

で配布中の応募用紙を直接
かＦＡＸで。
［抽選］

区HP

菅生分館
☎044-977-4781

044-976-3450

今、心配に思っていることを学ぶ
講座
体のこと、 心のこと、 家族のこと

区HP

各２０人

在住優先の上抽選］

は市民館などで配布中のチ

ンタウンさぎぬま☎044-

できます。 車内展示期間は２月１日か

線については交通局管理課
（☎044-

1,100円

申し込み
フォーム

❶２月１２日❷２６日❸３月

など、あなたが心配に感じていること

できます。詳細はお問い合

同センター
HP

わせください。

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（9時～16時）

宮前いきいきセンター
ミニボッチャ大会
２月２日㈬９時半～11時半

同セ

を、自分で減らす方法を学んでみま

ンター

せんか。講座…❶
「睡眠の質と健康を

日〜15日に参加希望の本人が返信用

考える」❷
「心の調子を整える」
❸
「中

ハガキを持参し直接。
［抽選］

地域みまもり 教室・相談案内
支援センタ― 会場は区役所1階健診フロア

教室・相談名 日時
（受付時間） 対象
❶2月8日㈫
4カ月以降
初期食
❷2月15日㈫
の乳児の
教室
いずれも
保護者
（離乳食） 10時～11時
各20人
(9時45分～)
6～10カ月
区HP
中・後期 2月18日㈮
ごろの乳児
食教室 10時～11時
の保護者
（離乳食） (9時45分～)
20人
2月17日㈭
区内在住の
アレルギー 14時～
0歳〜就学
相談
(13時45分～ 前の子ども
14時)
10人

60歳 以 上の16人

1月11

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・持ち物他
［先着順］
離乳食の始め方や進め方に ❶❷いずれ
ついて。母子健康手帳、筆 も1月20日
記用具、バスタオル持参。 から電話で。
※❶❷は同じ内容。子ども ☎044-856同伴可
3264
2回食以降の離乳食の進め 1月20日
方について。母子健康手 から電話で。
帳、筆記用具、バスタオ ☎044-856ル持参。子ども同伴可
3264
医師による気管支ぜんそ 1月20日
く、アトピー性皮膚炎な から電話で。
ど、アレルギー性疾患に ☎044-856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。

