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宮前区役所１階入り口に記念撮影コーナーを設置しています。結婚や出生などの届出で区役所に来庁された際に「心に残る１枚」を撮ってみませんか。

宮前区ホームページ　https://www.city.kawasaki.jp/miyamae/　［区版］は区の情報を中心に掲載しています。

（令和4年8月1日現在）

23万5,092人

10万5,005世帯

区制40周年

メロメロ話
メロー コスミン

と の

　区の花「コスモス」は、明る
くかれんな花と、コスモスとい
う言葉の持つ、宇宙・世界的・
国際的という意味が、区の若々
しく未来的なイメージに合うこ
とから決まったんだって！

　

　青少年指導員は、町内会・自治会、子ども会、
青少年関係機関など地域の指導者と連携を取
りながら、地域巡回パトロールなど日々の活
動のほか、参加型のイベントを通じて、地域
の子どもたちをあたたかく見守っています。

区役所地域振興課
☎︎044-856-3135 044-856-3280

青少年
指導員

　例年11月に実施しています。文
化学芸能力の向上を目的に、小・
中学生の書道や絵画の作品の展
示や表彰を行います。特に優秀
な作品には「区長賞」や「青少年指
導員会長賞」などが贈呈されます。
今年は11月12日㈯・13日㈰に区役
所で開催を予定しています。また、
青少年作品展の一環として、例年８～９月に「夏
の絵画教室～これであなたも芸術家！～」も実
施しています（絵画教室は今年度は実施済み）。

　地区内の小・中学校、絵
画・書道教室、子ども会か
ら、毎年約1,000点の作
品が出展されます。今年で
53回目を迎え、同地区の
秋のイベントとして根付い
ています。作品を地域の人
や家族に褒められて、笑顔
になっている子どもたちをたくさん見
ることができます。今年は11月20日
㈰に向丘出張所で開催します。

　向丘地区のチェックポイントを、制限時間内にどれ
だけ回れるかを競うイベントです。７月に開催した同
イベントには約40人が参加し、競技として楽しむだけ
ではなく、地域の魅力を再発見する機会となりました。

　例年７～８月の夏休み時期に実施してい
ます。学校の体育館や公園などを会場に
して、児童向け作品を上映します。参加
した子どもには光るおもちゃをプレゼント
しています。

　向丘地区は24人の青少年指導員が向丘出張

所を拠点とし、「地域の子どもは地域で育てる」

を合言葉に日々活動をしています。参加する大

人も子どもたちとともに、楽しみ成長すること

を心がけています。夏にロゲイニング、秋に青

少年美術展、春にグラウンドゴルフを行ってい

ます。皆さんの参加をお待ちしています。宮前地区青少年指導員
岸会長

向丘地区青少年指導員
森山会長

詳細は
作品展HPで

向丘出張所
Facebook

詳細は
区HPで

ご存じですか？

　近年はコロナ禍の影響もありましたが、指導

員の創意工夫によりオンラインでの作品展の開

催、時宜に合わせたパトロール活動などを続

けてきました。今後も指導員同士の連携を大

事にして、青少年の健全育成に貢献できる活

動を続けていきたいと思います。活動を紹介

している広報誌「あすか」もぜひご覧ください。

宮前地区青少年作品展

宮前地区巡回映画会 向丘地区ディスカバー
　ウォークみやまえ

向丘地区のイベント情報
などを発信しています

向丘地区青少年美術展
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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。

教室・
相談名

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）

❶10月11日㈫
❷10月17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
9月21日から

区ＨＰで。
※「宮前区　離
乳食」で検索中・後期

食教室
（離乳食）

10月3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

10月20日㈭
14時～
(13時45分
～）

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。

9月15日
から電話で
☎044-856-

3302

こどもの
アレルギー・
ぜんそく
教室

10月31日㈪
10時～11時
半
(9時45分～)

区内在住で
未就学児の

保護者20人。
保育あり

（先着5人。
要予約）

専門医が、小児ぜんそく
やアレルギーの基礎知識
や日常生活について、わ
かりやすく話します。講
師は本間瑤子氏（聖マリア
ンナ医科大学病院）。

9月15日から
電話かFAXで
☎044-856-

3302
044-856-
3237

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

区制40周年事業

宮前消防署宮崎出張所を建て替えます

　同施設（有馬2-8-11）は老朽化のため庁舎を解体し、同場所
に新庁舎を建設します。工事中、宮崎出張所の業務は、同署
犬蔵出張所（犬蔵1-10-2）で行います。
工事期間：10月～6年3月（予定） 

宮前消防署予防課☎044-852-0119 044-862-2795

区のお知らせ
申し込み方法は市版6面参照

区役所地域振興課
☎044-856-3125 044-856-3280

スマホを使った動画づくりの基本
　 10月31日㈪13時～16時 区
役所４階 20人 9月15日から直接
か電話で。［先着順］

宮前市民館
☎044-888-3911 044-856-1436

市民自主企画事業「古墳にこーふ
ん！宮前は古墳の王国だった！」

　みやまえ歴史探究会によるウオー
キングツアーです。講師は加藤浩照氏

（影向寺住職）。
10月23日㈰10時～12時。荒天中

止 梶が谷駅集合→西福
寺→影向寺 20人 100
円 9月21日10時 から同
館HPで。［先着順］
スマホ相談会

　ボランティアが、スマホの基本操作
（LINEやカメラなど）の相談に乗りま
す。 10月6日㈭13時半～、14時
15分～、15時～（各回30分） 向丘
出張所 各回6人 9月15
日10時から電話で。［先着
順］。※詳細は同館などで

配布するチラシか同館HPで。

宮前スポーツセンター
☎044-976-6350 044-976-6358

秋の特別ポールウオーキング
　宮前スポーツセンターの周辺を、
ポールを使用して歩きます。 ９月２３
日㈷10時～11時半 同センター
10人 9月15日10時から直接か電
話で。［先着順］。※詳細は同センター
にお問い合わせください。

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。 10月8日㈯10時～12
時半、13時～15時半 地域子育て
支援センターすがお 未就学児と保
護者各回３１組（入れ替え制）

９月２０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 044-877-9232

いずれも 同センター4階ホール 市
内在住60歳以上の人
健康フェア「あなたの元気度、測っ
てみましょう」

　 10月27日 ㈭13時 半 ～15時 半

（30分入れ替え制） 30人 9月15
日9時から直接か電話で。［先着順］
くらしのセミナー「悪徳商法に気を
つけよう！」

　 10月19日㈬14時～15時 28
人 9月15日9時から直接か電話で。

［先着順］
脳と体のいきいき教室Ⅱ

　 ❶10月4日、18日、11月1日、
15日、12月6日、20日の火曜10時
～11時半、全6回❷5年1月10日、
24日、2月7日、21日、3
月7日、14日の火曜、10
時～11時半、全6回
各15人 9月6日～16日

に本人がハガキ（63円）を持参し直接。
［抽選］

区役所地域支援課
☎044-856-3308 044-856-3237

食育キャンペーン
　区内で食育に取り組む施設や団体
をパネル展示で紹介します。 10月
3日 ㈪ ～7日 ㈮、9時 ～17時（7日は
15時で終了） 区役所2階ロビー

同館HP

同館HP
区HP

同センター
講座情報

　地域を元気にするイベントを開催します。（マルシェ、フ
リーマーケット、スタンプラリー、ガイドツアー、ステージ、
キッチンカーなど）
主催：向丘地区社会福祉協議会
共催：県立東高根森林公園

10月10日㈷10時～14時。雨天中止
県立東高根森林公園　ケヤキ広場・出会いの広場
区社会福祉協議会☎044-856-5500 044-852-4955

　シニアの人向けの体力測定や健脚を目的とした体操な
どが体験できる、健康増進イベントです。

９月１６日㈮９時半～１３時
フロンタウンさぎぬま
フロンタウンさぎぬま☎044-854-0210

044-862-5030

　「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」の風景をぜひご覧ください。

10月14日㈮～19日㈬（17日㈪を除く）、10時～１７時
宮前市民館２階ギャラリー
区役所地域振興課☎044-856-3128 044-856-3280

※１０月１６日㈰に表彰式を行います。時間などの詳細はお問い合わせください。

　第17回フォトコンテストに入賞した作品を市営バスの車内に展示します。乗車しな
がら区の魅力ある風景を観賞できます。鷲ヶ峰営業所の路線で1台運行します。

9月27日～10月26日　
区役所地域振興課☎044-856-3128 044-856-3280

※日によって運行路線は変わります。詳細は交通局管理課（☎044-200-2491）にお
問い合わせください。
※バス車内での写真・動画撮影はご遠慮ください。 同施設HP

向丘ふくし・パ～ク祭り

フロンタウンさぎぬま健康長寿フェスタ

第１７回フォトコンテスト展示会

宮前区フォトコンテスト入賞作品ギャラリーバスの運行

多摩川ポールウオーキング＆
川崎フロンターレ観戦ツアー

　多摩川河川敷でポールウオーキングの講習を受けてから
等々力陸上競技場まで歩き、清水エスパルス戦を観戦します。
フロンターレグッズ付き。※雨天は観戦のみ。詳細はお問い
合わせください。

10月８日㈯11時～16時半　 二子新地駅東口改札前に集合　 小学
生以上30人

３，３００円（小・中学生は２，２００円。チケット・弁当代）
９月１５日10時から直接か電話または申込フォームでフロン

タウンさぎぬま☎044-854-0210 044-862-5030 ［先着順］
区役所地域振興課☎044-856-3177 044-856-3280

ふろん太

申込フォーム
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