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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。
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（令和4年5月1日現在）

23万4,864人

10万4,662世帯

区制40周年

メロメロ話
メロー コスミン

と の

　カッパーク鷺沼は学校や公
園、フットサル場がある場所
だよ。ここで練習したサッカー
選手の活躍はうれしいな！ 昔
はプールがあってたくさんの
子どもたちが泳ぎに来たよ。

　宮前区は、昭和５７年に高津区から分区し、今年の７月１日で区制４０周年を迎えます。宮前区のキャッチフレーズである「人が
好き　緑が好き　まちが好き」は、平成５年に区制１０周年を記念して区民により選ばれ、親しまれてきたものです。区民の皆さ
んとともに、令和４年を４０周年記念イヤーとしてお祝いし、これまで育んできた地域の魅力を再発見するとともに、さらなる発
展の契機とするため、「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。

区役所企画課☎︎044-856-3133 044-856-3119

〜これまでの宮前区への思いと
区制40周年を迎えるにあたっての意気込みを聞いてみました〜

　宮前区が区制４０周年を迎える今年、こ
れまで区民が大切に紡ぎあげてきた人、
緑、まちの「つながり」をさらに強くすると
ともに、宮前区の未来につなげていきた
いと考えています。区制４０周年という記
念すべき一年を一緒にお祝いしましょう。

　宮前区に移り住んでから約２５年、とても暮らしやすく大好きなま
ちでこの先もずっと住み続けたいと思っています。宮前区で伝統の
ある太鼓ミーティングですが、新型コロナウイルスの影響で２年間開
催ができませんでした。区制４０周年を迎えるこの年に、今まで開催
できなかった分も盛大に盛り上げるとともに、交流の輪を広げ、人
と人のつながりを作りながら、これからも続けていきたいと思います。

　上質な音楽を
気軽に身近で見
て・聴いて・楽しむ
ことができるコン
サートです。

　その他のイベン
トを含めた開催日
時は、別途、区HP
などでお知らせし
ます。

　宮前区をもっと好きになるような、日常生活の中で続けられること、健
康や安心につながる取り組みを募集し、投票結果を発表します。上位のア
イデアをとりまとめたフレーズと名称を、6月13日～26日に、区役所1階・
3階、宮前図書館2階ロビー、向丘出張所1階の特設コーナーで募集します。

区役所企画課☎︎044-856-3136 044-856-3119

　宮前図書館にある自動車文庫と一緒に各地域を巡回しながら、区
の古い写真や地域の本を展示します。［雨天順延］ 　皆さんのお手元に、昔の時代を映す古

い写真はありませんか。特に宮前区が誕
生した昭和57年（1982年）前後の写真を
積極的に募集し、集めた写真を用いて秋
に展示会を行います。事前に企画課まで
お問い合わせの上、区役所か向丘出張
所へ写真をお持ちください。

区役所企画課
☎︎044-856-3136 044-856-3119

　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
事業が対象です。協賛事業として承認された事業は「宮前区区制40周年記念協賛事業」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で。

区役所地域振興課☎︎044-856-3135 044-856-3280

場所 日程［順延日］ 時間
市立東高根森林公園
内（東名高速道路側）

7月5日㈫ 
［8月2日㈫］

15時10分～
15時50分

有馬さくら公園内 7月15日㈮
［8月5日㈮］

15時20分～
16時

宮前美しの森公園
内

7月28日㈭
［8月25日㈭］

14時20分～
15時

宮前休日急患診療
所駐車場

7月28日㈭
［8月25日㈭］

15時半～
16時10分

4月 5月 6月 7月 10月
13日 13日～２６日

アイデア
募　集

アイデア
投　票

アイデア
発　表

フレーズ・
名称募集

フレーズ・
名称投票 結果発表

　地域の人たち
と一緒に遊んで
夏の思い出をつ
くりましょう！

　子育てに関わ
る皆さんの交流
などを目的とした
イベントです。

響け！ みやまえ太鼓
ミーティング実行委員会

新井 良子 委員長

宮前区区制40周年
記念式典等実行委員会
持田 和夫 委員長

出張！宮前アーカイブ展

みやまえ
ロビーコンサート

（仮称）みんなで○○　作成中！

夏休み子どもあそびランド
2022

みやまえ子育てフェスタ

2022

済 済

区HP

区HP▶︎

作成スケジュール

区制40周年
協賛事業の
募集

宮前区の古い写真を
集めています

楽しいイ
ベントが

盛りだくさん！

〜つながれ、
ミライのまちへ〜

検索宮前区区制40周年プロジェクト

7/1に区制40周年を迎えます

開催場所は
こちら



区 版 みやまえ2022（令和4）年　6月号　No.1265ここからみやまえ区版です 02

市役所、区役所、銀行協会、警察官などを名乗って、電話で「キャッシュカード」と言われたら、ちょっと待って！！ それは詐欺！！

　１１月２６日㈯に宮前市民館・区役所で開催する「第１５回まちづくり広場
♥ラブみやまえ」にて、市民活動との出会いや団体間の交流を目的とした
プログラム「宮前楽市」を開催します。参加団体は企画のアイデアや運営
などについて検討する宮前楽市運営委員会（７月１５日㈮開催）に出席して
ください。

区内で活動する市民活動団体３０団体程度
6月30日までに申込用紙を直接か郵送で〒216-8570区役所地域振

興課☎044-856-3125 044-856-3280 ［抽選］。※詳細は区役所など
で配布中のチラシ兼申込用紙で。

区HP

教室・相談・
イベント名

日時
（受付時間） 対象 内容・持ち物他  

［先着順］

初期食
教室

（離乳食）

❶7月12日㈫
❷7月19日㈫
10時～11時
(9時45分～)

区内在住で
4カ月以降
の乳児の保
護者各20人

離乳食の始め方や進め方
について。母子健康手帳、
筆記用具、バスタオル持
参。※❶❷は同じ内容。
子ども同伴可。

いずれも
6月17日から

区HPで。
※「宮前区　離
乳食」で検索中・後期

食教室
（離乳食）

7月4日㈪
10時～11時
(9時45分～)

区内在住で6
～10カ月ご
ろの乳児の
保護者20人

2回食以降の離乳食の進め
方について。母子健康手
帳、筆記用具、バスタオ
ル持参。子ども同伴可。

アレルギー
相談

7月21日㈭
14時～
(13時45分～
14時）

区内在住で
0～6歳の子
どもと保護

者10組

医師による気管支ぜんそ
く、アトピー性皮膚炎な
ど、アレルギー性疾患に
ついての相談。

6月17日
から電話で。
☎044-856-

3302

減塩講座
７月5日㈫
10時～11時
(9時45分～)

区内在住の
10人

栄養士による減塩のコツ
の講話。
会場：健診フロア第1・2相
談室。

6月15日
から電話で。
☎044-856-

3264

区役所地域支援課
☎044-856-3308 044-856-3237
※電話予約は９時から受け付けます

教室・相談案内地域みまもり
支援センタ― 会場：表記なしは、区役所1階健診フロア

　今年の夏に参議院議員選挙が予定されています。仕事などで選挙当
日に投票所へ行けない人は、期日前投票所（宮前区役所・向丘出張所）
をご利用ください。
　期日前投票所で投票ができる期間や時間は、選挙時に送付する投票
所入場整理券に同封される案内チラシなどでご確認ください。選挙公
報は、昨年の選挙に引き続き、事業者による全戸への配布を行います。
（町内会・自治会からの配布ではありません。）

区選挙管理委員会☎044-856-3126 044-856-3119

　あそびランド当日に子どもたちと楽しく遊んで、コーナーを盛り上げて
くれるサポーターを募集します。各あそびのコーナーで、運営するボラン
ティア（「達人」と言います）から当日の作業の説明を受けて、あそびランド
を一緒に作り上げましょう。希望の人には、ボランティア活動証明書もお
出しします。

8月20日㈯、21日㈰の9時～12時、12時～15時
　※半日単位での参加です

宮前市民館
中学生以上の80人（各部20人）

８月5日までに直接か電話で
同館☎044-888-3911

044-856-1436
［先着順］

宮前区役所 向丘出張所

期日前投票のお知らせ

夏休み子どもあそびランド2022
サポーター募集

区のお知らせ
申し込み方法は市版6面参照

宮前市民館（宮前区文化協会）
〒216-0006宮前平2-20-4

☎044-888-3911（金曜10時～15時） 044-856-1436

夏休み こども講座
　大正琴、茶道、華道、着付けなど
各種講座を行います。 7月26日～
8月5日 同館 小・中学生と保護者。
保護者だけでも子どもだけでも参加
可 7月15日（必着）までに郵送か
同協会HPの申し込みフォームで宮前
区文化協会 ［抽選］。※詳細は問い合
わせるか同協会Facebookで。

宮前スポーツセンター
☎044-976-6350 044-976-6358

トレーニング室利用について
　常時トレーナーが巡回しており、初
めての人も予約なしで気軽に利用で
きます。 9時～21時半 同センター

3時間ごとに18歳以上220円（18・
19歳の学生でない人は9月
30日まで110円）、18歳未
満と学生は110円。※詳細
は同センター HPで。

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と遊ぶこ
とができます。予約の上、遊びにき
てください。 7月16日㈯❶10時～
12時半❷13時～15時半 地域子
育て支援センターさぎぬま 就学前
の子どもと保護者各回２４組

（入 れ 替 え 制） 6月27日
9時から電話か区HPで。［先
着順］

宮前老人福祉センター
（宮前いきいきセンター）

☎044-877-9030（日曜を除く9
時～16時） 044-877-9232

知っておきたい！「脳卒中」の治療と
予防

　 7月15日㈮13時半～14時半
同センター 60歳以上の28人 6月
20日から直接か電話で。［先着順］　
一緒に学ぼう！スマホ講座（アンドロ
イド限定）

　 オリエンテーション6月27日㈪、
7月8日、22日、29日、8月12日、
26日の金曜、13時半～15時半、全
6回 同センター 60歳以上の12人

500円 6月9日～16日に返信用
ハガキ（63円）に住所、氏名を記入し、
本人が直接持参。［抽選］

フランスから世界へ、そして日本
　-　ことばと文化のいろいろ

　 8月5日、19日、9月2日、16日の金曜、
13時半～15時半、全4回 同センター

60歳以上の28人 100円
6月7日～16日に返信用ハ

ガキ（63円）に住所、氏名を記
入し、本人が直接持参。［抽選］

区HP

同セン
ター HP

同セン
ター HP

同協会
Facebook

同協会HPの
申し込みフォーム

まちづくり広場♥ラブみやまえ「宮前楽市」
参加団体募集

区制40周年協賛事業

　ゆかたの着付けと日本舞踊を使ったエクササイズ教室を開催します。　
6月21日㈫10時～11時半 宮前市民館和室 ３０人 ６月１５日までに

直接か電話で。［抽選］

フロンタウンさぎぬま（土橋3-1-1）☎044-854-0210
区役所地域振興課☎044-856-3177 044-856-3280

ロコ体操教室＠さぎぬま

日本舞踊 de エクササイズ

フロンタウン
さぎぬまHP

　シニア向けにポールを使った体操とウオーキングの教
室を開催します。

7月5日～26日の火曜、14時半～15時半 フロンタウンさぎぬま 各日
20人 各日６００円 ６月１５日から直接か電話で。［先着順］。
※空きがあれば当日参加可。

ステージ姫バルーンナイト
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