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（令和4年1月1日現在） 2022（令和4）年 2月1日発行26万4,214人 13万5,997世帯

スタート

JR南武線 武蔵小杉駅

JR横須賀線

武蔵小杉駅

向河原駅向河原駅ゴール

1972
中原区は令和4(2022)年4月1日に区制50周年を迎えます中原区は令和4(2022)年4月1日に区制50周年を迎えます

区内にはさまざまな魅力あふれるスポットがあります。今回は「なかはら散策ガイドの会」に、寒い季節でも楽しめる「鉄道」をテーマにした
散策スポットを教えてもらいました。近所へちょこっと足を延ばして、ささやかな“まちなか電車旅”を楽しみませんか。   

区役所地域振興課☎044-744-3324 044-744-3346

なかはらなかはら
散策ガイドの会散策ガイドの会
渡辺さん渡辺さん

　区内の自然や歴史な
どを楽しめる全６コー
スを紹介しています。
区役所などで配布中 区HP

　ビル群を背に走る新幹線を、大パノラマで！ きれいな緑地の広場になっているので、子ども連れのお散歩にもぴったり。

ＮＥＣ公開空地

　武蔵小杉東急スクエア4階から
東急線を見下ろせるスポット。車
両紹介の掲示などもあります。

「なかはら歴史と緑の散策マップ」

　かつて多摩川の砂利輸送などを担っていた南武鉄道（現JR南
武線）と品鶴線（東海道本線の一区間）を結んでいた貨物用連絡
線跡。現「中丸子いこいの家」前には線路の橋台の遺構が見ら
れ、廃線跡地の大部分は緑道として整備されています。

武蔵小杉東急スクエア

展望デッキ

市ノ坪連絡線跡

スポット
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その他のテーマの散策ルートは
マップや区HPをcheck！！
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近くで見る新幹線は圧巻！ 
子どもたちが遊んでいる和
やかな雰囲気も魅力的な
場所です。

1から順に散策して
みてください。

旧工業都市駅(東横線と府中街道の交差点付近)

　かつては工業のまちとして栄えて
いたこの地域。ここには東京急行鉄
道「工業都市駅」が存在し、工員たち
の通勤を支えていました。
※現在石碑や遺構などはありません。

2スポット

6スポット

4スポット

5スポット

　新幹線、横須賀線、湘南新宿ライン、相鉄線、
貨物列車などさまざまな電車を見られます。車両
を正面から撮影できるスポットとしてもオススメ。

御幸踏切

歩道橋の上

鉄道×中原区

市ノ坪緑道

イチオシ！

※NEC玉川事業場
　ルネッサンス
　シティ敷地内

中丸子
いこいの家

向河原
駅前広場

3スポット

散策ルート一覧

❶武蔵小杉東急スクエア展望デッキ
❷旧工業都市駅
❸NEC公開空地
❹市ノ坪連絡線跡
❺市ノ坪緑道
❻御幸踏切歩道橋の上

　今回紹介したテーマ以外にも、歴史・文化・自然などをテーマにしたまち歩
きのコースを作り、区役所と一緒に「なかはら魅力発信講座」を実施していま
す。会員も随時募集中！楽しく学びながら、まちの魅力を発信しませんか。

(問い合わせ：会長 北田修一☎090-8328-0843(平日10時～17時)）

なかはら散策ガイドの会

提供：東急株式会社

歩いて出会える
まちの魅力なかはらまちなか電車旅

なかはらなかはら
散策ガイドの会散策ガイドの会
成田さん成田さん

なかはらなかはら
散策ガイドの会散策ガイドの会
高橋さん高橋さん

会長 北田さん会長 北田さん
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区役所地域振興課☎044-744-3153 044-744-3346
🅐は電話でサンキューコールかわさき☎044-200-3939 ［事前申込制］　

　🅑は前月1日から電話で区役所地域振興課☎044-744-3153 ［事前申込制］
※は電話相談です。

相談名 相談内容 日時・申し込み方法 相談員

市民相談 相談の総合案内 月曜～金曜、８時半～１７時
（直接区役所地域振興課）

市職員
市民相談員

弁護士相談 法律問題への助言
火曜、９時半～１１時半

コールセンター
☎044-２００-０１０８

弁護士※

弁護士
交通事故相談

交通事故の
法的助言

第３火曜、１３時～１６時　
🅐 弁護士※

認定司法書士
相談

（140万円以下
債務整理含む）
司法書士相談

第１木曜、１３時～１６時　
🅐

認定司法書士
※

司法書士相談 相続、不動産登記
など

第３木曜、１３時～１６時　
🅑 司法書士※

行政書士の
相続・遺言・

成年後見相談
遺産分割協議書、
遺言書など

第２火曜、１３時～１６時　
🅑 行政書士※

労働相談 労働に関する問題
月～金曜、８時半～１２時、

１３時～１５時
（電話相談

☎044-744‐3156）　　　　　　　　　
専門相談員※　

税務相談

税金の申告手続き
など

第４木曜、１３時～１６時　
🅐 税理士※

基礎的な税の知識
月・水・金曜、１０時～１２時、

１３時～１６時
（直接こすぎ市税分室窓口）

税務相談員

宅地建物相談 不動産の売買や
契約など

　第２火曜、１３時～１６時　
🅑　　

宅地建物
取引士※

行政相談 国の業務への
意見、要望

第２木曜、１３時～１６時　
🅑

行政相談委員
※

人権相談 人権に関する問題 第２木曜、１３時～１６時　
🅑

人権相談委員
※

住宅相談 新築、増・改築、
修理など

（区役所は休止中のため）
川崎市住宅相談運営委員会　

☎044-233-3947
平日10時～16時

困ったときは　区役所相談窓口へ

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

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

　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。

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：なかはら！わんことこどもの運動
会、紅茶教室他

区役所企画課☎044-744-3149 044-744-3340

　名古屋ダイヤモンドドルフィンズ戦に招待します。
日時　❶3月26日㈯18時5分試合開始
　　　❷3月27日㈰16時5分試合開始
場所　とどろきアリーナ
対象　区内在住の
　　　各日20人

2月28日までに応
募フォームで川崎ブ
レイブサンダース ［抽
選］

区役所地域振興課
☎044-744-3323

044-744-3346

応募フォーム

区制50周年記念ロゴマーク決定！
　4月に迎える区制50周年を記念
するロゴマークが決定しました。
　区民投票の結果、4つの候補の
中で最も票が多かった左のロゴマー
クが選ばれました。(総得票数436)

区役所企画課☎044-744-3149
044-744-3340

【ロゴマークに込められた意味】
　区の特色である水・緑・花・人を一
体化しカラフルにポップなデザイン
で表現しました。

【投票した皆さんのコメント】

カラフルで多様性を感じる

かわいい

川崎ブレイブサンダースホームゲーム区民招待

©KBT　#23 マット・ジャニング

投票ありがとう
ございました

区のお知らせ
申し込み方法は市版6面参照

市民健康の森 　
　広場の草刈り・樹木の手入れ。

3月3日㈭、9時に市民健康の森入
口広場集合。雨天中止 中原区市民
健康の森を育てる会☎ 044-788-
6579（平日15時～17時）。区役所地
域振興課☎044-744-3324 044-
744-3346
歩こう会

　 3月13日㈰8時～11時。雨天の場
合は２０日㈰ 川崎駅北改札集合→サ
ンピアンかわさき→大師公園解散、約
3㎞ 区役所地域振興課☎044-744-
3323 044-744‐3346。当 日 の 問
い合わせは6時から区役所守衛室☎
044-744-3192。※事前に区HPを確
認した上でご参加ください。
健康づくり講演会「感染予防になる！
今だからこそ必要な口腔ケア」 　

　マスク生活による弊害や感染症予
防、災害時の対策などをYouTube
でUＲＬ限定配信します。配信期間2
月28日 ～3月18日 2月18日ま
でに申込フォームで区役
所 地 域 支 援 課 ☎044-
744-3308 044-744-
3196
商店街の講座 　
❶おいしいコーヒーのいれ方教室
　「木

き

戸
ど

口
ぐち

珈
こー

琲
ひー

」の店主から、おいしい
コーヒーのいれ方について学びます。

3月8日㈫10時～12時 木戸口珈
琲（今井南町７-４５ガーデン・ニコル１
階） ６人 1,500円。
❷７０歳以上・一人暮らしの方のため
の老後対策教室
　「神谷司法書士事務所」司法書士か
ら❶死後の準備❷老後の通帳の管理
❸相続・遺言について学びます。 3月
12日㈯10時～12時 丸子地区連合
町内会会館（丸子通２-６６７-２） １８人。
　 2月25日（必着）までに電話、
ハガキ、FAXで〒211-8570区役所地

域振興課☎044-744-3161 044-
744-3346 ［抽選］
フラッグフットボール大会＆富士通フ
ロンティアーズの選手による体験会 　

　❶フラッグフットボールの大会と❷富
士通フロンティアーズの選手によるア
メフトのアトラクション体験など。 3月
6日㈰9時～12時。荒天中止 等々力
緑地内催し物広場 市内在住・在学の
小学１～６年生。※❶は３人制・４人制❷
は個人参加 ❶のみ2月20日までに
区HP 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ださい。

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。受講者に修了証を交付。 3月
17日㈭9時～12時 中原消防署
30人 800円 2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］
生涯学習プラザ2022年度第1期
スポーツ教室

　4月～７月実施の❶エアロシェイプ
❷気功太極拳火曜日❸ピラティスB❹
たのしいフラダンス❺ボクサdeエクサ
の参加者を募集します。詳細はお問い
合わせください。 生涯学習プラザ
教室による 3月24日（必着）まで
に直接、ハガキ、電話、FAXで〒211-
0064今井南町 28-41生涯学習財
団事業推進室☎044-733-5894
044-733-6697 ［抽選］
とどろきアリーナまつり  

　 3月6日㈰10時～15時 とど
ろきアリーナ。 とどろきアリーナ☎
044-798-5000 044-798-5005
※詳細はとどろきアリーナHPで

申込フォーム
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