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（令和 4年 5月1日現在） 2022（令和4）年 6月1日発行26万4,839人 13万7,434世帯

　4月に区内9カ所目の地域子育て支援センター「にしか
せ」が開所しました。カラフルな柱が目印の西加瀬こども
文化センター内の２階にあります。敷地の裏手には庭が
あり、子どもたちは外遊びも楽しめます。
　子育て中の仲間が欲しいとき、どこで遊ばせればいい
か悩んだときはぜひ遊びにきてみてください。
住所　西加瀬10-5西加瀬こども文化センター内
開所日時　月・水・木曜、9時半～12時半
☎080-3082-2407（月・水・木曜、9時半～12時半）

住所　上平間1323平間こども文化センター内
開所日時　火・木・金曜、9時半～12時半
☎080-7605-7295（火・木・金曜、9時半～12時半）

　「なかはら親子体操　ミミケロ
はっぴぃダンス!」はYouTubeで親
子体操編とミミケロ編を見ることが
できます。おうちでやってみません
か。区役所ではCD・DVDの貸し出
しも行っています。区制５０周年を
記念して、ダンス動画のリニューア
ルも予定しています。

子育て相談

園庭開放

ベビーカースルーで貸出絵本

　「家でじっとしていられな
い」「子どもと上手に遊ぶ方
法は？」。保育士・栄養士・看
護師が子育てに関するさま
ざまな相談を電話、メール、
オンラインなどで受け付けています。

　区では、タイムリーな子
育て情報を区民の皆さん
に届けるために2カ月ごと
に発行している「このゆび
と～まれ」(通称｢子ネット通
信｣)を作成する編集委員を
募集しています。
　月1回の集まり(編集会議)では楽しく話しながら意
見交換をしています。お子さん連れも大歓迎ですの
で、一緒に内容を考えてみませんか？

　次回の編集会議は6月15日㈬10時から区役所内
で開催予定です。参加希望の人は事前に電話かメー
ルでご連絡ください。

区役所地域ケア推進課☎044-744-
3304 044-744-3196
65keasui@city.kawasaki.jp

　保育園の庭の砂場や遊具で遊べます。
詳細は各園にお問い合わせください。

　区内公立保育園では、新型コロナウイルス
感染対策に配慮しながら「貸出絵本」を行って
います。お子さんをベビーカーに乗せたまま、
保育士が選ぶ絵本3冊を借りることができま
す。手作りおもちゃキットのプレゼント付きで
す。

保育園問い合わせ先
中原保育園☎044-733-3835　
中丸子保育園☎044-411-5559　
下小田中保育園☎044-788-5890

地域子育て支援センターに
遊びに行こう！

区からのお知らせ♪

地域子育て支援センターにしかせ

地域子育て支援センターひらま

親子でLet’sダンス！！
ミミケロはっぴぃダンス！

公立保育園の
地域子育て支援情報

地域子育て支援センター
にしかせの
HPはこちらから

にしかせのスタッフ

ミミケロはっぴぃダンス！
の詳細はこちらから詳細は

区HPで
詳細は区HPを
ご覧ください

開所日時変更！
地域子育て支援センターの
毎月のお便りはこちらから

地域子育て支援センター
一覧はこちらから

お子さんを遊ばせながら、

ほっと一息つきませんか？

手形・足形をとったり、

身体測定を行ったりしています

いつでもお声がけくださいね

安西さん 茅さん

わたしたちが待っています！NEW OPEN！

　地域子育て支援センターは天気に左右されず、乳幼児期の子どもが安心して遊
べる場所です。専任のスタッフがいるので、地域情報を聞いたり、子育てについて
のさまざまな相談ができたりします。
区役所地域ケア推進課☎044-744-3239 044-744-3196

なかはら子ネット通信
「このゆびと~まれ！」編集委員の募集

たけのこルームで

実施しています

イベント情報も盛りだくさん！

一緒に作っ
て

みませんか
？

ミミ ケロ

編集会議の様子



区 版 な か は ら2022（令和4）年　6月号　No.1265こ こ か ら な か は ら 区 版 で す

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　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）

　かわさきスポーツパートナーである富士通レッドウェーブの協
力により、バスケットボール教室を開催します。基礎コースと経験者向け
の応用コースに分けて実施します。選手からバスケットボールの楽しさを
教えてもらいませんか。
日時　7月29日㈮10時～12時　場所　とどろきアリーナ
対象　�市内在住・在学の小学生　基礎コース・応用コース合

わせて60人※応用コースは小学4年生以上が対象
保険料　100円

7月1日（必着）までに区ホームページか、❶氏名❷年
齢❸学校名❹学年❺性別❻住所❼電話番号❽メールアドレ
スかファクス番号❾バスケットボール経験の有無❿希望コー
スを記入しＦＡＸで区役所地域振興課☎044-744-3323
044-744‐3346�［抽選］

●活動内容と今後について
　子どもと大人が自然や生きものの営
みに触れることで、感じ、学ぶことが
できる場を作り、井田周辺を流れてい
る矢上川を愛着がもてる川にしていき
たいという思いから、平成8年4月に結
成しました。
　毎月1回の定例活動として、矢上川の
自然観察会や生きもの調査、清掃活動などを行っています。小学校へ出向
き、川辺での魚とり体験や植物・生きもの観察などの環境学習の支援も行っ
ています。楽しみながら水辺の生態を知ったり、環境問題に触れたりする
ことで、自然を大事にしていく気持ちを持ってもらい、環境への興味や関
心につなげてもらいたいです。この気持ち
を次の世代へ引き継いでいくために、長く
活動を続けていきたいと思っています。
●区制50周年を迎えるにあたって
　この50年で環境はよくなってきたと思い
ますが、地球温暖化や気候変動といった、
これまでとは違った問題が発生していま
す。こうした問題と向き合いながら、この
先の50年は、環境と人間が共生し、誰もが
幸せに暮らしていけるようになっていって
ほしいと思います。
矢上川で遊ぶ会（庄司） RXK16162＠nifty.com

区役所企画課☎044-744-3163 044-744-3340

矢上川で遊ぶ会

富士通レッドウェーブバスケットボール教室

  中原歩こう会に参加してみませんか？

このまちで仲間づくりや情報発信に取り組む人を募集します
─地域主体でSDCを始めるための検討会を行います─

市民健康の森

期日前投票のお知らせ

アリーナまつり

野草観察会の様子

活動内容の詳細は
同会HPから

×

　❶どんぐり広場、森のササなどの草刈り❷入
口広場、花壇、散策路の整備 ❶6月19日
㈰❷7月10日㈰、いずれも10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☎044-766-0855（平日15時～17
時）。区役所地域振興課☎044-744-3324 044-744-3346

　今年の夏に第26回参議院議員通常選挙が予定されています。仕事など
で選挙当日に投票所に行けない人は、期日前投票所（区役所・国際交流セ
ンター）をご利用ください。詳細は選挙時に送付する案内をご覧ください。
選挙公報は、昨年の選挙に引き続き町内会・自治会からの配布ではなく、
事業者による全戸への配布を行います。
区選挙管理委員会☎044-744-3128 044-744-3340

　SDC（ソーシャルデザインセンター）と
は…区域レベルの新たなしくみとして、
地域でのさまざまな新しい活動や価値を
生み出し、社会変革を促す基盤です。

○参加方法
区役所に直接お越しいただくかオン
ラインでご参加ください。
日時　6月15日㈬18時半～20時
場所　区役所4階会議室
区役所企画課☎044-744-3149
044-744-3340

※9月まで毎月1回程度開催予定。

　子どもからお年寄りまで、さまざまなスポーツ
体験やステージを楽しめます。トレーニング室の
無料開放も実施。室内履きを持参してください。
日時　７月３日㈰１０時～１５時
場所　とどろきアリーナ

同施設☎044-798-5000 044-798-5005

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:自転車マナーアップキャンペーン、こども
SDGsラボ　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

なかはらメディアネットワーク
情報コーナー
情報コーナーでは、タウン
ニュース中原区版、なかはらス
マイル瓦版、かわさきFM番組
表などを配布しています
情報コーナー設置場所
区役所、市民館、中原図書館、
とどろきアリーナ、国際交流
センター、武蔵小杉駅、元住
吉駅、武蔵中原駅、武蔵新城
駅、平間駅、向河原駅、グラ
ンツリー武蔵小杉　など

　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。
スマートフォンからも聞けます

申し込みは
区HPから

　健康や体力向上のため楽しく歩くことを目的に、原則毎月第2
日曜に開催しています。誰でも自由に参加することができます。動きやす
い服装、運動靴、帽子、飲料水などをご用意の上、無理せず楽しく歩きましょ
う。当日はマスクを着用し、万全の体調でご参加ください。

日時　�7月10日㈰8時～11時　雨天の場合は17日㈰
場所　�多摩川駅集合→等々力渓谷→等々力駅解

散、約5キロ
区役所地域振興課☎044-744-3323 044-

744‐3346
当日の問い合わせは6時半から区役所守衛室�

☎044-744-3192※必ず区HPを事前に確認したうえでご参加ください。

＜主な取り組み案＞
・地域を知る勉強会
・市民活動団体との交流会
・�課題チャレンジワークショップ
・�その他（仲間づくり、情報発信
など）

　【主な取り組み】の企画・運営
などについて検討を行います。

オンラインの
参加方法など
詳細は区HPで

詳細は同施設
HPで▶︎

現在会員15人
で活動中！参加希望の人は

連絡お待ちして
います！

親子スポーツの様子

令和4年5月開催時の様子
（生田緑地ばら苑）

中原区制50周年記念
「中原区をもっと好きになる」プロジェクト実施中

　対象イベントに参加すると記念品に応募できます！
　上記のバスケットボール教室、中原歩こう会が対象です。
　その他の対象イベントや記念品の応募方法などの詳細は同
プロジェクトHPで。 区HP
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