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水・緑・花・人 の 出 会 う ま ち
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中原区の木モモ

19 7 2

中原区の花パンジー
お間違えのないように

044-744-3113

中原区は令和4(2022)年4月1日に区制50周年を迎えます

新しい年は
新しい発見から

こんな場所が区
役所にあるの
知ってた？

区役所には誰でも気軽に利用できる場所があります。
手続きなどの用事があるときだけでなく、散歩など、気軽に立ち寄ってみてください。
区役所企画課☎044-744-3152

044-744-3340
庁舎の西側の一角には、芝生や
地域の人がラジオ体操をしたり、
近所の子どもたちが遊んでいたり
します。ちょっとしたリフレッシュに
ぜひご利用ください。

庁舎の５階にある、中原区民交流センター
「なかは

かにも
そ とにも
憩いの場

ウッドデッキがあります。

な

芝生・ウッドデッキ
＠庁舎外西側

晴れの日には、
５階の窓から、
富士山が見えることも

なかはらっぱ
＠庁舎５階

らっぱ」
。地域の団体のお知らせが掲示されている掲
示板や、登録している地域の団体が利用できる会議
室・印刷室、誰でも気軽に利用できるフリースペース
も用意しています。近くには給水スポットもあるので、
ぜひマイボトルを持参してご利用ください。
なかはらっぱの
詳細は区HPで

５階の廊下の壁面では、企画展が行われる
こともあります
（写真内の展示：パラリンピック聖火の採火
式にあたり集めたメッセージで作ったパネ
給水スポットも！
！ ル展示の様子）

か

は

記念撮影コーナー
＠庁舎１階

くれた
名所？

れの日
には

結婚、出生、引っ
越しなどの 届 け 出
で区 役 所に来た際
に、 記 念 の 一 枚を
撮影してはいかがで
しょうか。
三脚の貸し出しも！必要な人は守衛
室まで

全国に数台しかないといわれている、

庁舎１階のレイアウト変更のお知らせ
自宅のパソコン、スマートフォン、タブレッ
トからもできるようになったことに伴い、
手続きがスムーズになるよう庁舎の窓口レ
イアウトも1月4日から変更します。 来庁の
際にはご注意ください。
☎︎044-744-3175

区役所区民課

044-744-3341

ら いちょう
の時には

転入届などの一部の申請書の作成が、

@正面玄関付近

区HP
フロア案内

（令和3年12月1日現在）

受話器が２つある公衆電話。 そのうちの
一つが庁舎の正面玄関付近にあります。

平 成12
（2000）年12月31日 に
21世紀の到来を記念し、封印した
タイムカプセル。 当時の区民から
のメッセージなどが収められていま
す。区制50周年を祝し、今年、こ
のタイムカプセルを開封する予定
です！詳細は後日お知らせします。

26万4,410人
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だれでも楽しめる
！
！

中原スポーツまつり 2/23㊗

＠とどろきアリーナ メインアリーナ

【午前の部】10時～12時、
【午後の部】13時～15時
さまざまなスポーツが体験できるイベントを新た
ドローンサッカー

eスポーツ
（ Fit Boxing）

スカッシュ

ゆるスポーツ

に開催します。

スポーツチャンバラ

2月13日までに下記区HPの

申し込みフォームかFAX
（氏名、住所、電話番号、
FAX番号、メールアドレス、参加希望の部を記入）
で区役所地域振興課☎044-744 -3323

044-

744-3346 ※事前に区HPを確認した上でご参加く
キンボールスポーツ

フライング
ディスク

ださい。

プロレスラー
大原はじめ選手
特別プログラム

スリーアイズ

体験できる種目や出展ブースの
詳細、最新情報は区 HPをチェック！

パラスポーツ
映像放映

2020年からイベントの構想が始まり、
プロジェクトチームを立ち上げ定期的に打

ツなどの非接触型の最先端

ち合わせをして内容を企画してきました！

スポーツからスポーツチャン
バラやスカッシュなど誰でも

中原スポーツまつりは、スポーツのニー

気軽に楽しめるスポーツが

ズが多様化している時代背景を踏まえ、

体験できます！

地域団体と行政が連携して開催する、地
域に根差したスポーツイベントです！

中原スポーツまつり
実行委員長 内田さん

中原スポーツまつり
プロジェクトリーダー 米谷さん

アマチュアミュージシャン・ダンスチームが出演する、ボランティアスタッ
1月22日㈯、23日㈰

区役所地域振興課☎044-744-3324

エポックなかはら

044-744-3346※開場時間

や申し込み方法などは後日区HPでお知らせします

最新情報は
HPで

8570区役所地域振興課☎044-744-

区のお知らせ
申し込み方法は市版6面参照

3161

044-744-3346［抽選］

市民健康の森
❶平台 竹林の整備・野草園の手入

区役所コンサート
出演：消防音楽隊 ※災害出動などで

れ❷井田山 入口広場の草刈り・樹木
❶1月23日㈰❷2月6

中止になる場合があります。 ２月１
４日

の手入れ。

㈪１２時１０分～１２時５０分
（開場１
１時半）

日㈰、いずれも9時に市民健康の森入
口広場集合。雨天中止

中原区市民

ら区HP
（HPを見られない人は電話受

健康の森を育てる会☎

044-788-

け付け可）
で区役所地域振

6579。 区 役 所 地 域 振 興 課 ☎044-

興課☎044-744-3324

744-3324

区役所５階 １００人

１月２４日か

044-744-3346［先着順］

区HP

044-744-3346

歩こう会
2月13日㈰8時 ～11時。雨 天 時

いつでもできるセルフケア教えます
～子育て世代のためのウェルビーイング～

は2月20日㈰。 鹿島田駅集合→夢

新城北口はってん会の
「灯台屋」
の

見ヶ崎動物公園→平和公園解散、約5

講師が、
ワークショップを実施します。
【１日目】
2月13日 ㈰ 前 半 …10時 ～12

㎞

区役所地域振興課☎044-744-

3323

種目

中原元気クラブ

内容

日程

合わせは6時半から区役所守衛室☎

講座」
、後半…13時半～15時
「簡単気

044-744-3192。※事前に区HPを確

功ストレッチ教室」
【２日目】
2月27日㈰

認した上でご参加ください。

場所

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。

区役所企画課☎044-744-3149

044-744-3340

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：こども SDGsラボ、
ごえんカフェ他

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

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

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

冬の☆キラリ文化教室
2月から開催する❶色えんぴつ画入
門❷ステップアップ！色えんぴつ画❸メ

普通救命講習Ⅰ

時間

検索

大戸
ボール運 動を中心とし、ス 1/17、
24、
31
OTOアート
15時半〜
14、
21、
小学校
ポーツ万能になるきっかけ作 2/7、
16時20分
フットボール
28の月曜
校庭
りを目指します
25
下小田中
運動の基本であるランニン 1/18、
17時半〜
8、
15、
小学校
キッズラン グで、 楽しく基礎体力の向 2/1、
18時15分
22の火曜
体育館
上を目指します
かっこいいダンスのフリをマ
9時〜
Saturday
スターし、地域の発表会出演
9時50分
ダンス
を目指します
ダンス
ダンスに必要なステップや身
10時〜
10時半
エクササイズ 体の使い方などを学びます
大戸
1/15
小学校
マット上で、体の柔らかさ、 2/5、12
10時半〜 体育館
マット体操 すばやさ、きめ細かな動きを の土曜
11時
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
〜11時40
時間です。 親子や友達同士
time
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、
中原元気クラブ事務局HP 区役所地域振興課☎︎044途中入会は月割り）
744-3323 044-744‐3346

044-744‐3346。当日の問い

時
「親子のコミュニケーション力アップ

前半…10時～12時
「ストレスケアのフ

中原スポーツまつり
副実行委員長 井上さん

中原元気クラブ活動日程

音楽とダンスの祭典
「In Unity2022」 観覧者募集
フ手作りの音楽祭です。

区 HP

ドローンサッカーやeスポー

町 28-41生涯学習財団☎ 044-7336626

044-733-6697
［抽選］

コスギアート ラ・ファブリカ2022

ディカルハーブ＆アロマテラピー❹俳

参加者体験型アートフェス。ステー
ジ演出など。 2月12日㈯～13日㈰

ラワーエッセンス作り」
、
後半…13時半

心肺蘇生法や、
自動体外式除細動器

句入門❺楽してスッキリ！完璧を目指

～15時
「簡単気功ストレッチ教室」
※後

（AED）
の取り扱い方法などの講義と

さない片づけ術❻はじめての Zoom

半は１日目と同内容。
どちらかの日程を

実習。受講者に修了証を交付。 2月

の参加者を募集します。詳細はお問

て異なる 区役所地域振興課☎044-

希望してください。 studio ＭＡＭＡ

7日
（月）
9時～12時

い合わせください。

744-3282

（上新城1-2-32） 両日参加できる12
人

1,200円

1月25日
（必 着）ま

でに電話、ハガキまたはFAXで〒211-

人

800円

中原消防署

30

1月17日9時から電話

で市 消防防 災 指 導 公 社☎044-3662475

044-272-6699［先着順］

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

ザ他

生涯学習プラ

各 20人程度 (15歳以上 )

1月21日
（必着）までに直接、ハガ

中原市民館

ワークショップによっ

044-744-3346※開催

時間などの詳細は主催団体HPで
コスギアート ラ・ファブリカ

検索

キ、電話、HPで〒211-0064今井南

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）

