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2022（令和4）年 2

10万 3,724世帯

1

044-856-3113

● 発行：宮前区役所 〒216-8570 宮前区宮前平2-20-5 ● 編集：宮前区役所企画課
（☎044-856-3133

地域みまもり支援センター

（福祉事務所・
保健所支所）

子どもから高齢者まで

皆さんの力になります！

地域みまもり支援センターは、 保健師・栄養士・社会福祉職などの専門職が各
課の専門性を生かしながら、高齢者、障害者、子どもや子育て中の親など、す

高齢者をみまもり、支える

べての市民が安心して暮らし続けることができるよう、関係機関とともに、一人
一人に寄り添い、連携して取り組んでいます。

高齢者から
こんな声

★区内の地域活動の情報が町名単位で載っている宮前区ご

センターは区役所の２階・３階にあり、さまざまな相談や申請を受け付けていま

近所情報サイト
「みやまえご近助さん」を見

すので、お気軽にご利用ください。
区役所地域ケア推進課☎044-856-3300
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044-856-3119）

て、近くの公園で行われている公園体操に

044-856-3237

初めて参加。 そこで、保健師や関係機関

みやまえご
近助さんHP

の職員が健康に役立つ話をしてくれました

子どもの成長に寄り添う

★新型コロナウイルスワクチン接種の帰り、宮前市民館の

子育て世代から
こんな声
★妊娠が分かり、母子健康手帳をもらって、プレパ

部署を越えて
よりよい支援を
行います

パ・プレママ向けの両親学級にも参加。助産師か
ら話を聞いて、出産への不安が和らぎました

ギャラリーで
「高齢者の生活と介護に関する展示」
に立ち寄
り、足腰が弱くなり、物忘れも出てきて心配な家族のこと
を相談。そこで話したことをきっかけに、
介護保険を申請。 後日、どのくらいの
介護が必要か調べに、家まで来てくれ

★子どもと一緒に乳幼児健診へ。 子どもの発育や発達に

ました

ついて医師の診察を受け、栄養士にも相談できました。
健診でもらった
「宮前区子育てお助けガイド」
の栄養士の
作ったレシピを見て離乳食や幼児食を作りました
★保育所入所説明会で情報を得て、どんな手続きが必要
区HP

介護

なのかわかりました

高齢期

★こども子育て情報 on Twitterで見つけたイ
ベントに参加したら、友だちができました
区こども
子育て情報
on Twitter

青年期

保育園入園

一人一人のライフステージに
子育て
合わせた支援

安心できる
日々の暮らしのために

★いつまでも安心して暮らせる地域のつ

障害があっても

★障害者とその家族が地域

離乳食
妊娠・出産

一人一人の
生活状況に合わせた支援

成人期

生活に困っても

一人一人を

で安心して暮らせるよう、 適切な支援に
障害者手帳を交付 し、 さ つなぎます！

まざまな福祉制度の案内

生活が困難になった場合に
は、生活保護の相談ができま
す

や相談に応じています

★新型コロナウイルス感染症患者

ながりを作るため、子育てサロンや公

の療養支援などを行っています。

園体操など地域の居場所づくりやさま

動物愛護、犬の登録・狂犬病予

ざまなテーマの講師による出前講座を

防注射の手続き、水・食品や住まいの

行っています

衛生についてご案内しています

地域支援課には、
地区担当の
保健師・社会福祉職の職員もいます。
相談先に迷ったら、
地域支援課に
ご連絡ください

と

ご相談・お問い合わせはお気軽に
記事で取り上げた業務

★何らかの事情で収入が減り、

メロー

担当する課

電話番号

FAX

地域ケア推進課 044-856-3300 044-856-3237

の
コスミン

メロメロ話

昭和57
（1982）
年7月1日、

展示や出前講座などの広報・啓発、地域づくり支援
母子健康手帳の交付、両親学級、乳幼児健診、地域づ
くり支援
保育所入所説明会・保育所入所申請

地域支援課

044-856-3302 044-856-3237

児童家庭課

044-856-3258 044-856-3237

介護保険の申請、障害者手帳の交付・福祉制度の案内

高齢・障害課

044-856-3242 044-856-3163

できた宮前
（みやさき）
村に由

生活に困った人からの相談、生活保護、自立支援

保護課

044-856-3241 044-856-3171

来するのね！

感染症対策、犬の登録、食品衛生、環境衛生

衛生課

044-856-3270 044-856-3274

「つながれ、ミライのまちへ」 宮前区は７月に区制４０周年を迎えます

高津区から分かれて宮前区
になったよ。
「みやまえ」の名
前は、明治22年
（1889）
年に

区 制 40周 年

ここからみやまえ区版です

2022（令和4）年

「知ってほしい風景」
「まちづくり活動」
「地域課題」
をテーマに撮影され
た全応募作品を展示します。さまざまな魅力ある
「宮前区」
の風景をぜ

「宮前区のミライづくりプロジェクト」
の取り組みとして、鷺沼駅前地

ひご覧ください。

区再開発事業の概要や新しい宮前市民館・図書館づくりに向けた検討

日時 2月２５日㈮～３月２日㈬、１０時～１７時

状況などについて、説明パネルの展示と職員による質問対応を行いま

※２月２６日㈯に表彰式を行います。 時間は

す。

お問い合わせください。

このほか、説明パネルは宮前市民館や鷺沼行政サービスコーナーな

場所

どで展示します。
（展示期間：令和4年2月21日〜3月31日）
時間
10時～14時
10時～14時
11時～15時
10時～14時
10時～14時

3967

宮前区 ミライづくり

詳細は

中学生向け個人参加フットサルクリニック

044-200-

フロンタウンさぎぬまにて、川崎フロンターレのフットサル育成コー
チによるフットサルクリニックを開催します。参加賞もあります。

検索

日時 ３月30日㈬10時～11時半

区HP

対象

☎044-854-0210
☎044-856-3177

詳細は区役所などで配布中のチラシまたは区HPで。

電話、 区HPで。
［先着順］
。

階ホール

※こども文化センターでは

操：24人、三味線：30人

市消防防災指導公社

区HP

☎044-366-2475

年齢も記入し往復ハガキかＨＰで。
［抽

区のお知らせ

選］
。※体験など詳細はお問い合わせ

申し込み方法は市版6面参照

ください。

区役所地域振興課
☎044-856-3125

宮前市民館

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-」
3月4日、
11日、
18日、
25日の金曜、
21時 ～21時45分、 全4回

区内在

申し込み
フォーム

いません。

役所地域振興課☎044-856-3125

☎044-888-3911

044-856-1436

044-272-6699

地域での活動に興味がある人やこ
れから何か始めたい人、実際に活動
をされている人のための交流イベント

市内在住の６０歳以上、体
2月４日～１５

日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。
前期受講者募集（4月～9月）
ストレッチ運動、色鉛筆画、写経な
ど９講座。

同センター

2月10日

～22日に返信用ハガキを

普通救命講習Ⅰ
心肺蘇生法や、自動体外式除細動

持参し直接。
［抽選］
。※詳

器
（AED）
の取り扱い方法などの講義と

細は問い合わせるか同セ

実習。受講者に修了証を交付します。

ンター HPで。

３月１１日㈮９時～１２時

宮前消防

署 ３０人 ８００円 ２月１８日９時から
電話で。
［先着順］

生涯学習交流集会

フロンタウン
さぎぬまHP

044-856-3280

申し込み受け付けは行って

２月１５日から直接か電話で区
044-856-3280［先着順］

044-862-5030［先着順］

区役所地域振興課

日時 ３月１２日㈯１３時半～１6時
50人

区内在学の中学生36人
（経験の有無は問いません。 個人でも

２月１５日からHPでフロンタウンさぎぬま

る講演と、区内で活躍する農関係の皆さんの事例紹介などを行います。

定員

場所 フロンタウンさぎぬま

参加できます）

「このまちで育む農あるくらし」
をテーマに、生活に身近な
「農」
に関す

区役所4階大会議室

第16回審査委員長特別賞
「春よ来い 早く来い！！」

044-856-3280

２０２２みやまえ農フォーラムを開催します

場所

宮前市民館２階市民ギャラリー

区役所地域振興課☎044-856-3125

場所
有馬・野川生涯学習支援施設アリーノ
向丘出張所
鷺沼駅前※雨天中止
宮前区役所
（2階ロビー）
宮前区役所
（2階ロビー）

まちづくり局地域整備推進課☎044-200-2730
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第１６回フォトコンテスト展示会を開催します

宮前区のミライづくりプロジェクト通信 第9号
～区内４カ所で
「オープンハウス型の説明会」
を開催します～

日にち
2月15日㈫
2月16日㈬
2月17日㈭
2月18日㈮
2月19日㈯

2月号

宮前老人福祉センター
（宮前いきいきセンター）

同センター
HP

区役所保育所等・地域連携担当
☎044-856-3290

044-856-3237

地域子育て支援センター土曜開所
広い室内や庭でのびのび遊べます。
３月12日㈯10時〜12時半、13時

を菅生分館と合同で開催します。 か

〒216-0033宮前区宮崎2-12-29
☎044-877-9030（9時～16時） 044-877-9232

～15時半

月15日から直接か電話でフ

わさき市民活動センター理事長の小

いきいきお楽しみ会

さぎぬま 就学前の子どもと保護者、

ロンタウンさぎぬま☎044-

倉敬子氏の講演と、宮前市民館・菅生

住・在学・在勤の15人

854-0210

1,100円

044-862-

5030［先着順］

2

フロンタウン
さぎぬまHP

分館で今年度実施した市民自主学級・

サートを開催します。いずれか１つのみ

市民自主企画事業の成果の発表があ

応募可能です。 ３月２日㈬9時半〜

ります。 ３月１２日㈯１３時半～１５時

11時半、14時〜15時

半

同館大会議室

20人

2月15日10時から直接、
電話、区ＨＰで。
［先着順］

宮前スポーツセンター
〒216-0011宮前区大蔵1-10-3
☎044-976-6350 044-976-6358

第1期スポーツ教室参加者募集
（4月～6月）
親子スポーツ、アイドルダンス、小

区HP

子どもと一緒に「備災」してみませ
んか
地域の子育て中のメンバーが、宮
前市民館で開催した講座をもとに
「備
災」
のノウハウをお伝えします。 講座
終了後に交流や資料の閲覧ができま
す。

３月１０日㈭10時20分～10時

50分、11時10分 ～11時40分

乳

学生体育、ヨガ、格闘エクササイズ、

幼児の保護者、各5人。 子ども同伴

42式太極剣、ジュニアテニス、椅子

も可

に座って脳トレなど。 見学・

ども 文 化 セ

体験なども可能です。

ンター

宮

前スポーツセンター ２月

同センター
２８日
（必着）
までに教室名、 HP

午前は体操、午後は三味線のコン

平こ
2

月1 5日1 0
時から直接、

地域子育て支援センター

各24組
（入れ替え制） 2月
21日９時から電話か区HPで。
［先着順］

同センター４

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

区HP

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
❶3月8日㈫ 4カ月以降
初期食
ついて。母子健康手帳、筆 も2月17日
❷3月22日㈫ の乳児の
教室
記用具、バスタオル持参。 から電話で。
10時～11時
保護者
（離乳食）
※❶❷は同じ内容
☎044-856(9時45分～)
各20人
子ども同伴可
3264
区HP
6～10カ月
2回食以降の離乳食の進め 2月17日
中・後期 3月7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～)
20人
ル持参。子ども同伴可
3264

幼児食
教室

1歳3カ月
3月15日㈫
～2歳の子
10時～11時
どもの保護
(9時45分～)
者15人

幼児期の食生活について。 2月16日
歯科相談あり。母子健康 から電話で。
手帳、筆記用具、バスタ ☎044-856オル持参
3264

3月17日㈭
区内在住の 医師による気管支ぜん息、 ２月16日
アレルギー 14時～
0歳から就 アトピー性皮膚炎など、 から電話で。
相談
(13時45分～ 学前の子ど アレルギー性疾患につい ☎044-85614時)
も10人 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。

