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令和4年中原区は区制５０周年
平塚市は市制施行９０周年を迎えました
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区名の由来
知って
いますか？
区役所地域振興課
☎044-744-3324
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Map

中原区の区名の由来は 中原街道

原区という区名の由来は、東京・虎ノ門と平塚市を結ぶ
中原区

中原街道の中継地として、小杉に御殿（将軍などが利用

した邸宅）
と陣屋（徳川幕府直轄領の代官の住居や役所が置か

神奈川県

れた建物）があったことからと言われています。
たか が

すん

江戸時代、徳川家康は現在の平塚市に中原御殿を設け、鷹狩りをするときや駿

平塚市

府（現在の静岡市）
を行き来するときに利用していました。この平塚の中原御殿が由

中原御殿

来となり、 中原街道と呼ばれるようになりました。

平
Histor

えっさ！ ほ
ぃさ！

塚で作られた酢が中原街道を通って江戸城へ運ばれていた

y ❶明治22年：中原村誕生 ❷大正14年：中原町となる

ぞ くぞ く

中原区と平塚市のコラボ企画を計画中！！

中原街道まち歩き
申込方法など
詳細は区HPで
9月26日㈪10時～12時 9月14日までに申し込み［抽選］
区HP
ゲストに平塚市教育委員会職員を招き、中原街道を歩きます！！
図書館交流 中原図書館(市民情報コーナー)に平塚市や中原街道などにまつわる資料
などを展示します。 9月7日～10月16日
◆平塚市中央図書館でも、中原区や中原街道などにまつわる資料などが展示されます。
広報紙交流
◆「広報ひらつか」
９月第１金曜日号にも、中原街道・中原区関連の記事が掲載されます。

（令和 4年 8月1日現在）

26万4,899人

約４５㎞

Topic

❹昭和47年：川崎市が政令指定都市となり、 中原区誕生!！

広報ひらつか

東海道
横浜市

中原区⇔平塚市

❸昭和8年 ：中原町が川崎市に編入（中原の名前は一時消滅）

Coll

川崎市

平塚

ことから
「お酢街道」とも呼ばれていました。
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小杉御殿

中原街道

中原街道の名前の由来は 平塚の中原御殿
ぷ

虎ノ門

東京都

検索

平 塚 市には「中 原」という

中原区の人口は

地名があり、 中原区にある

約26.5万人。平塚市も

「中原小学校」
と同じ名前の

ほぼ同じくらいです。

「中原小学校」
があります。

市章もそっくりです！
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ここからなかはら区版です

2022（令和4）年

中原スポーツまつり 10/23㈰
体験できるスポーツの一例

9月号

区 版 なかはら

No.1268

だれでも楽しめる！！ 会場 とどろきアリーナ

時間

10時～15時

参加方法や体験できる種目の詳細は区HPをご確認ください。
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。
ドローンサッカー

ボッチャ

キンボール

区 HP

地域団体と行政が連携

2月の初開催に続き2回目の

ドローンサッカーなどの最先端

して開催する地域に根

開催です！ 子どもからお年寄

スポーツやパラスポーツのボッ

差したスポーツイベント

りまで楽しめる内容でお待ち

チャなど、誰でも気軽に楽しめ

です。

しています！

るスポーツが体験できます！

スポーツチャンバラ

『中原区をもっと好きになる』プロジェクトの対象イベン
ト。参加すると記念品に応募できます。詳細は区HPで→
実行委員長

内田さん

プロジェクトリーダー

米谷さん

副実行委員長

川崎ブレイブサンダースホームゲーム区民招待

×

イベント盛りだくさんのエンターテインメント空間で
開催される、国内最高峰のバスケットボールの無料

新丸子路地裏連合

観戦のご案内です。シーホース三河戦に招待します。
日時 ❶10月21日㈮19時5分試合開始
❷10月22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

#0  藤井祐眞

ⒸKBT

044-774-3346

お客さんとお店の人たちをつなげ、
新丸子周辺を楽しく盛りあげていく
ために、令和2年に有志により
「新丸

9月30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

応募フォーム

子路地裏連合」
を結成しました。
・つまみぐいまつりを開催！
「新 丸 子 路 地 裏 の お 店・つ ま み ぐ

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。

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：KOSUGI SPORTS FES 2022 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

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

行委員会［先着順］ 区役所企画課☎

区のお知らせ

044-744-3149

申し込み方法は市版6面参照

044-744-3340

10～12月に
「チーズを気軽に楽し
む」
など8つの講座を開催します。

姿勢改善、転倒予防など。

❶9

生涯学習プラザ会議室

9月20日

月21日㈬❷9月29日㈭❸10月5日㈬

（必着）
までに直接、 電話、 ハガキ、

❹10月13日㈭❺10月15日㈯、いず

FAX、 HPで〒211-0064今井南町

れも10時～11時半
（各回内容が異な

28-41市生涯学習財団☎044-733-

ります） みやまえ屋
（中丸子５２９）

6626

60歳以上の各15人

詳細はお問い合わせください。

各500円

9月15日から電話か希望日も記入し
メールでカノンパートナーズ☎0904707-6428
（平日13時～17時）

044-733-6697［抽選］
。※

祉パルなかはら ３０人

福

10月3日

city.kanon@gmail.com［先着順］

（必着）
までに電話か区役所などで配

区役所地域ケア推進課☎044-744-

付中の申込書をFAXで中原区社会福

3239

祉協議会☎044-722-5500

044-744-3196

なかはらペットフレンドリーイベント
ふれあい体験、しつけ認定、マル
シェほか。 10月9日㈰9時半～16時。
雨天の場合は16日㈰

NEC玉川事業

場公開空地
（下沼部1753） 愛犬撮影

044-

711-1260［抽選］
普通救命講習Ⅰ
❶10月19日㈬13時 半～16時 半

❷11月4日㈮9時～12時 中原消防署
各30人

各800円

❶は9月29

会は午前・午後各30組

日❷は10月14日、いずれも9時から電

500円
（撮影会） 撮影会

話で市消防防災指導公社☎044-3662475、044-366-8721

の み9月15日からHPでな
かはらペットフレンドリー実

詳細はHPで

SDGs ！新丸子にはさまざまなお店、会社、施設、学校などがあって、
普段の生活では気付かないところでみんながつながっているからこそ、
幸せに暮らせています。そして、これこそが私たちのSDGsだ！という
ことを実感していただきたいという思いで開催します。
お店を回りながらスマホで二次元コードを読み取るスタンプラリーは
9月16日～25日に開催。子ども向けにスマホを使わない
「SDGsクイズ
ラリー」
も予定しています。さらに、それぞれのお店、会社、施設、学校
などでのSDGsの取り組みやサービスを紹介する
「新丸子のお店SDGsガ
イドブック」
も制作し、参加店舗や近隣小学校で無料配布します。
新丸子は路地裏にも個性的で魅力的な小さなお店がたくさんありま
す。このイベントをきっかけに、気になっていたけれど入ったことのな
いお店に、まず一歩足を踏み入れてもらいたいと願っています。
「これからも中原区が平和な発展を遂げることを祈っています。イベ
ントなどを通して、ささやかながらお手伝いができたら。
」
新丸子路地裏連合
（久門）
☎044-433-7212
(月・木～日曜、12時～19時)

kumon@rojiura.biz

区役所企画課☎044-744-3149

044-744-3340

人

「中原区をもっと好きになる」
プロジェクト対象イベント

044-272-

6699［先着順］

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

9月20日
（必着）
までに電話、区

8570区役所地域振興課☎044-744-

10月9日㈰8時～11時。雨天の
場合は16日㈰

まつりの詳細は
こちら

HP、希望の部も記入しハガキで〒211-

歩こう会

ボランティア基礎講座
10月22日㈯14時～16時

新丸子路地裏連合の皆さん

い ま つ り」の 第 ４ 回 目。テ ー マ は

・区制50周年に寄せて

2022秋の☆キラリ文化教室

中原区市民提案型事業
健幸アップセミナー

林さん

向河原駅集合→中丸

子公園→平間公園解散、約4 ㎞

区

役所地域振興課☎044-744-3323

3161

044-744‐3346［抽選］

区制50周年記念事業 MASAMI
サロンコンサート
【世界の歌】
ソプラノ歌手MASAMIが世界の

044-744‐3346。 当 日 の 問 い 合 わ

名曲を歌います。

せは6時半から区役所守衛室☎044-

時半～16時半
（開場15時） 武蔵小

744-3192。※事前に区HPを確認し

杉サロンホール
（小杉町2-276-1）

た上でご参加ください。

39人

元気をはぐくむ のんびり気功教室
イベント詳細は区HPで。

10月15

1,500円

9月25日㈰15

9月15日から電

話、FAX、HPでランプレッション☎
050-1329-8791
（電話

日㈯
【1部】
10時～12時
【2

は平日10時～17時）
［先

部】
13時～15時※両部同

着順］ 区役所企画課☎

じ内容

044-744-3152

スタジオＭＡＭ

Ａ(上新城1-2-32)

各８

区 HP

JR南武線武蔵小杉駅北口階段下 ☎044-722-8685

744-3340

044‐

MASAMI
HP

休所日：祝日
（振り替え休日を含む）

