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最優秀賞「電車でつなぐみんなの笑顔」の
武蔵小杉駅ＪＲ・東急連絡通路の展示状況（11月30日まで）

板橋中原区長（左）ときあらさん（右）

Q.区長賞を受賞した感想は？
A.うれしかったです。
Q.どんなことを想像して絵を描きましたか？
A.みんなが住めるまち。家族と友達で一緒に公
園で遊んでいるところを描きました。
Q.頑張ったところは？
A.指を使って魚を描いたところです。
Q.これからも絵は描いていきたいですか？
A.絵が大好きなのでこれからも描きたいです。

　昨年に引き続き、武蔵小杉東急スクエアと区が開催した「第２回子どもお絵かきコンテスト」では、「わたしがくらす武蔵小杉のじまん」をテーマに、
市内在住の小学生を対象として7月11日から8月31日まで作品を募集しました。 区役所地域振興課☎︎044-744-3282 044-744-3346

　市は今年2月15日に、武蔵
小杉東急スクエアを運営する
株式会社東急モールズデベロ
ップメントと、中原区の魅力
の創造・発信に関する連携協
定を締結しました。これに基

づき、地域情報の告知スペースの創出、イベントの連携開催の
他、人材交流なども行っています。これまでに、コスギタウンク
リーニングや、人材交流会を実施しています。

武蔵小杉東急スクエアと連携した取り組み

詳細は武蔵
小杉東急ス
クエアHPで

　総応募数200件の中から、最優秀賞1人、優秀賞6人、ＮＥＣレッド
ロケッツ賞1人、川崎ブレイブサンダース賞1人、川崎フロンターレ賞
1人、武蔵小杉東急スクエア賞1人、中原区長賞1人が選出されました。

　最優秀賞は武蔵小杉駅ＪＲ・東急連絡通路に11月30日まで展示される他、受
賞作品のポスターが武蔵小杉東急スクエア1階で11月10日まで、区役所1階で
11月30日まで展示されます。

コ ン テ スト の 結 果

中原区長賞受賞者に
聞きました！

受賞作品決定！

　中原区長賞に選ばれた小学1年生のきあら
さん（ニックネーム）にインタビューしました。

中原区長賞受賞作品　「みんなのまち」　ニックネーム：きあら（小学1年生）
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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）

なかはらっぱ祭り

川崎フロンターレサッカー教室

脱炭素化に向けた実証実験がスタート！

秋はさんぽ！

井田、木月、下小田中周辺で
デマンド交通の実証実験を行います

　中原区で活動している市民
活動団体などのお祭りです。

　ワークショップ、ステージ、活動紹介の
パネル展示、プレゼントがもらえるスタン
プラリーなど楽しい催しを実施します。
日時　11月27日㈰10時～16時
場所　総合自治会館、グランツリー武蔵
小杉1階屋外スペース（新丸子東3-1135-1）
　　　　　　　　　　　　11月8日～20日、10時～21時（20
日のみ15時まで）グランツリー武蔵小杉2階で開催

区役所地域振興課☎044-744-3324 044-744-3346

　川崎フロンターレと連携した、プロ
のコーチによる教室です。等々力陸上競技場内を
巡るツアーや、各種アトラクションが楽しめる他、
選手も登場します。

11月27日㈰12時半～16時 等々力陸上競技
場 区内在住・在学の小学生と保護者100組200
人 100円 11月15日までにHPかFAXで川
崎フロンターレ☎0570-000-565（平日10時～
18時） 044-813-8619 ［抽選］。

区役所地域振興課☎044-744-3323 044-744‐3346

　環境アプリ「Green Carb0n Club(グリーンカーボン
クラブ)」が10月31日にリリースされます。環境によい
行動をするとポイントが貯まり、貯めたポイントはエコな
サービス・商品などのクーポンに交換できます。脱炭素
化の新しいチャレンジに参加してみませんか？ 

富士通Greenプロジェクト担当
contact-gcc-user@cs.jp.fujitsu.com

環境局脱炭素戦略推進室☎044-200-3871 044-200-3921

　お話ししながらのんびり歩いて健康づくり。
区では「ご近所さんぽ」を通じたゆるやかなつな
がりづくりに地域の皆さんと取り組んでいます。
　区役所発着のおさんぽ会を毎月第2火曜に開
催している他、区内各所でおさんぽ会の立ち上
げをサポートしていきます。
　おさんぽを始めてみたい人はぜひお問い合わせください。

区役所地域ケア推進課☎044-744-3239 044-744-3196

　利用者の予約に応じて運行する新しい乗り合い型の公共交通です。誰で
もLINEか電話で予約して利用できます。
乗降場所　井田、木月、下小田中など運行エリア内の停留所
期間　11月2日～2月27日の月・水・金・土・日曜
時間　9時～17時　運賃　１人１回300円（未就学児は無料）
登録・予約・問い合わせ　LINEか電話でチョイソコ
センター☎050-8892-6510（9時～12時）

まちづくり局交通政策室☎044-200-2034 044-200-3970

「中原区をもっと好きになる」プロジェクト実施中

イベント参加で記念品が当たる！
詳細は区HPで
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をはじめませんか？
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こんな人に
オススメ！

仲間が欲しい！
何か新しいことを始めたい！

憧れの等々力陸上競技場で
プレーしよう！

子どもも大人も一緒に
盛り上がれます！

なか
すき

道中は発見や出会い
がいっぱい！

活動紹介のパネル展示

開催　偶数月第３水曜18時半～、奇数月第２土曜10時～
区役所企画課☎044-744-3149 044-744-3340

中原区SDC　YORIAI(定例会)の開催
　地域主体のつながりを作る、交流・共有・提案の場です。

詳細は
区HPで

区のお知らせ
申し込み方法は市版6面参照

3340中原区市民提案型事業ステップアップコースの募集
　 12月2日までに必要書類を
直接、区役所企画課☎044-744-
3152 044-744-3340 ［選考］。※詳
細は区役所などで配布中の募集案内か
区HPで。まずはお問い合わせください。

3340中原区市民提案型事業　健幸アップセミナー
　 11月24日㈭、12月1日㈭、6日㈫、
10日㈯、15日㈭、いずれも10時～11
時半。※各回内容が異なります 生涯
学習プラザ 60歳以上の各回20人

各回500円 11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☎090-4707-6428（平日13
時～17時） city.kanon@gmail.com 

［先着順］ 区役所地域ケア推進課☎
044-744-3239 044-744-3196

3340中原区市民提案型事業わんことこどものふれあい交流会
　 11月20日㈰13時～14時。雨天
の場合は23日㈷ 等々力緑地催し物
広場 1歳～中学生の子どもと保護
者50組 500円（子どもが2人以上
の場合は2人目以降300円追加）
11月17日までにHPかメールでシェア
ドッグスクール sharedogschool@
gmail.com ［抽選］ 区役所企画課☎
044-744-3152 044-744-3340
こどものアレルギーと栄養・スキンケア

　 12月8日㈭10時～11時半 区
役所 0～2歳の子どもと保護者15組

●サ活始めませんか？
　中原区サウナ部は、サウナ温浴という趣味を通じた
地域の仲間づくりを目的として活動しています。毎月
1回程度、銭湯やテントサウナなどの温浴施設でおの
おのサウナを楽しんだ後、食事などをしながら部員同
士交流する活動の他、資格取得や知識向上のための情
報共有も行っています。今後は、SNSなどを活用した
広報や交流を行いながら活動を広げ、年齢問わず、誰でも気軽に参加で
きる場を目指していきます。一緒にサウナを楽しんでみませんか。
●区制50周年に寄せて
　「50年でまちの雰囲気も変わったと思いますが、昔からいる人と新
しく来た人とが、共通の趣味を通じて出会い、つながりが
できるようなまちになっていってほしいと思います。」

中原区サウナ部（久野） saunakahara@gmail.com
区役所企画課☎044-744-3152 044-744-3340

中原区サウナ部
×

詳細はこちら

　地域メディアと連携して情報を発
信しています。※詳細は区HPで。

11月15日9時から直接、電話、Ｆ
ＡＸで区役所地域支援課☎044-744-
3262 044-744-3196 ［先着順］
いだ地域交流会

　太鼓や少林寺拳法の発表や車いす
バスケットなどのスポーツの体験を行
います。 11月27日㈰10時～12時

中部リハビリテーションセンター井
田体育館 中部地域支援室☎044-
750-0686 044-750-0671
普通救命講習Ⅰ 　

　 12月14日㈬13時半～16時半
中原消防署 30人 800円 11
月24日9時から電話で市消防防災指
導公社☎044-366-2475、044-366-
8721 044-272-6699 ［先着順］
「中原区をもっと好きになる」
プロジェクト対象イベント

歩こう会
　 12月11日㈰8時～11時。雨天
の場合は18日㈰ JR新橋駅烏森口

集合→日比谷公園→皇居解散、約5
㎞ 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。※事前に区HPを
確認した上でご参加ください。
フラワーエッセンス作り体験教室
〜植物の力でストレスケア〜 　

　 12月11日㈰13時～15時 灯
台屋（上新城1-2-3） 8人 800円

11月22日（必着）までに区HP、
ハガキ、電話で〒211-8570区役所
地域振興課☎044-744-
3161 044-744-3346 

［抽選］。※詳細は区HP
で。

代表の久野さん

申し込み不要
途中参加・退出OK！

区HP
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