
 

●発行：宮前区役所 〒216-8570 宮前区宮前平2-20-5 ●編集：宮前区役所企画課（☎044-856-3133　　044-856-3119）

12 12022（令和4）年

044-856-311312

区 版みやまえ01

１２月は飲酒運転根絶強化月間です「飲酒運転を絶対にしない、させない、許さない」

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11月1日現在）

23万4,946人

10万5,053世帯

区制40周年

メロメロ話
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　北部市場は、 新鮮な野
菜、果物、魚介、お花など、
産地と消費者をつないでい
るんだね。食事や買い物を
みんなが楽しめる食堂街や
お店もあるんだよ！

区内における特殊詐欺の被害 •被害件数 28件 •被害額 約3700万円

から身を守ろう特殊詐欺
　オレオレ詐欺や還付金詐欺など特殊詐欺による被害が区内でも多くなっています。詐欺の手口を知って、対策しましょう。

区役所危機管理担当☎︎044-856-3137 044-856-3280

（令和4年1月～9月）

　28件中7件は、税金、医療費、保険料などの還付が受けられるとウソの電話で、
ATMを操作させて現金を搾取する還付金詐欺です。

　区役所職員など公的機関を名乗り、ATMの操作をお願いする電話は特殊詐欺です。
相手にせず、すぐに電話を切ってください。

　市役所や区役所がATMの操作をお願いすることはありません。

　特殊詐欺のほとん
どは、携帯電話では
なく固定電話にかか
ってきます。

　犯人は録音を嫌がります。警告後に通話
を録音する迷惑電話防止機器の付いた電
話機が有効です。後付けタイプもあります。
　機能がない場合、在宅時も留守番電話
にし、相手を確認してから出ましょう。
※川崎市では迷惑電話防止機器の無償貸与（追加募集・先着順）を行っています。

手口

対策３

はじまりは
いつも固定電話

電話を録音しましょう

電話で「お金」「キャッシュカード」はサギ！
電話を切りましょう

離れている家族と
こまめに連絡を取りましょう

　家族、金融機関、警察になりすました犯人から
電話がかかってきて、お金やキャッシュカードをだ
まし取る「オレオレ詐欺」「預貯金詐欺」「キャッシュカ
ード詐欺盗」。電話で「お金」「キャッシュカード」の話
が出たら、電話を切りましょう。落ち着いて、今ま
で使っていた家族の電話番号にかけ直しましょう。

　電話で様子を聞いたり、「最近、こんな手口の詐欺
が増えているらしいよ」などと特殊詐欺の手口や対
策について話してみましょう。合言葉を決めておく
のも有効です。
※犯人は、あなたの住所、電話番号、家族の名前は知っています。
結婚記念日や思い出など、公開していないことを合言葉にしましょう。

ツイッター

検索宮前ぽーたろう　防犯情報

▶「宮前ぽーたろう」防犯情報
　宮前区の地域ポータルサイト「宮前ぽーたろう」では、区内の防犯情報
　を配信しています。

▶ツイッター「神奈川県警察本部刑事部捜査第二課」
　特殊詐欺の電話がかかっている状況などを
　発信しています。
▶川崎防犯アプリ「みんパト」
　市内の事件、不審者、特殊詐欺などの情報を
　プッシュ通知でお届けする市アプリです。 iOS Android

対策１

対策２
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還付金詐欺

が多くなって

います！

まさか私が
ひっかかる
なんて！

・ATMで還付金は受け取れません。
・還付の手続きは基本的に文書で行っています。
・電話のみで行うことはありません。

検索 川崎市　迷惑電話防止
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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。

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）

❶1月10日㈫
❷1月16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
12月16日から

区ＨＰで。
※「宮前区　離
乳食」で検索中・後期

食教室
（離乳食）

1月6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

1月19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

12月15日
から電話で
☎044-856-

3302

認知症
介護者教室

2月1日㈬
13時30分～16
時（13時～）

認知症の人を
介護されてい

るご家族
30人

認知症に関する基礎知識
や対応方法、ご家族自身
が健康でいられるような
内容を学ぶ講座。交流会
あり。講師はかわさき記念
病院副院長　長濱康弘氏。

1月5日㈭か
ら電話または

FAXで。
☎044-856-

3302

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

区のお知らせ
申し込み方法は市版6面参照

宮前市民館
☎044-888-3911 044-856-1436

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！ １月１２日㈭１３時半～、１４時１０
分～、１４時５０分～（各回３０分） 同
館 各回５人 １2月１５日１０時から電
話で。［先着順］。※詳細は
同館などで配架するチラシ
か同館ＨＰで。
高齢者セミナー「高齢者のためのイ
ンターネット講座」

　現代において多くの人が利用して
いるインターネットですが、高齢者で
は利用を敬遠されている方も大勢いま
す。スマホやタブレットを使い、イン
ターネットの活用を学び、いままでに
経験したことのない世界を体験してみ
ませんか？ 同館 （区民優先）おお
むね５０歳以上の全回出席可能な１５
人 １２月２３日（必着）まで往復ハガキ
で。［抽選］。※詳細は同館などで配架
するチラシか同館ＨＰで。
市民自主企画事業「古墳にこーふん！ 
第三弾講座　古墳と古代豪族、大
和王権の関係とは？」

　みやまえ歴史探求会による講演会
です。宮前区とその周辺の古墳や古
代豪族、大和王権との関係について、
詳しい専門家の講師・三舟隆之氏（東

京医療保健大学教授）
からお話を聞きます。

1月15日㈰13時半
～15時半 区内在住
の35人。Zoomによ
る聴講65人 １2月15日㈭
10時から同館HPで。［先着
順］

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
　広い室内でのびのびと遊ぶことが
できます。事前予約は不要です。栄
養士相談を予定しています。詳しく
はチラシをご覧ください。 １月２１日
㈯１０時～１２時半、１３時～１５時半
地域子育て支援センターさ
ぎぬま 未就学児と保護者
各３6組（午前午後入れ替え
制）

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、祝日を

除く９時～１６時） 044-877-9232

元気にいきいき筋膜ストレッチ
　 １月１３日、２７日、２月１０日、２４日、
３月１０日、２４日の金曜、１３時１０分
～１４時１０分、全６回 同センター
市内在住６０歳以上の１２人 １２月６
日～１５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］
カルトナージュでかわいい小物作り

　（大小セットの）花びら型のトレーを

作成します。 １月１９日、２月２日の
木曜、１３時半～１５時半、全２回 同
センター 市内在住６０歳以上の１０
人 ２，４００円 １２月６日～１５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］

同館HP

区HP

同センター
HP

同館HP

　鷺沼駅周辺では再開発準備組合による再開発事業の検討が行われる
中、新型コロナ危機を契機として、社会ニーズの変化などに対応するため、
再開発計画（施設計画や機能）の再検証が進められてきました。
　このたび準備組合から、その検証結果が提出されたことを受け、市に
よる事業説明会を開催し、区民の皆さんに、検証結果や今後のスケジュー
ル、関連する公共機能に関する取り組みなどについてお知らせします。
また、今後都市計画などの手続きを再開し、取り組みを推進していきます。

１２月２２日㈭１８時半～２０時（開場17時半）
鷺沼小学校（体育館） 当日先着２００人程度
まちづくり局地域整備推進課☎044-200-2730
044-200-3967

　区民の皆さんをホームゲーム（❶
対シーホース三河、❷❸対琉球ゴー
ルデンキングス）に招待します。
❶１月１８日㈬１９時５分試合開始

❷１月２１日㈯１８時５分試合開始❸１
月２２日㈰１６時５分試合開始

とどろきアリーナ
区内在住の各２０人

１２月３１日までに応募フォームで川崎ブレイブサンダー
ス。区役所地域振興課☎044-856-3177 044-856-
3280 ［抽選］。

　シニアの人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。

1月10日～３1日の火曜、１４時半～１５時半
フロンタウンさぎぬま（土橋３-1-1）
各２０人 各６００円

１２月１５日から直接か電話でフロンタウンさぎぬま☎044-854-
0210 044-862-5030 ［先着順］。※空きがあれば当日参加可。

１月１３日～２７日の金曜、21時～２１時
45分、全３回（オンライン）

区内在住、在学、在勤の15人
1,100円

１２月１５日から直接か電話でフロン
タウンさぎぬま
☎044-854-0210 044-862-5030 ［先着順］
※空きがあれば当日参加可。

　物価高が生活を直撃、円安も気になる、年金はきちんともらえるのか、
そしてコロナ禍はこの先どうなるのか、などなど…最近なにかと不安を感
じませんか？
　気にかかっている金融、年金などについて学び、「お金」に絡んだ不安の
原因を少しでも知って、対応方法を考えてみませんか。
　さまざまな方向から「お金」を考えながら、普段意識しないところに意外
と潜んでいるジェンダー（社会的性差）の問題に触れていきます。

１月１２日、１９日、２６日、２月２日の木曜、２月１８日の土曜、２月２３日、
３月２日、９日、１６日の木曜、１０時～１２時、全９回

宮前市民館
２０人。保育あり（１歳半以上の未就学児８人。保険に係る費

用900円）
１２月１５日１０時から直接、電話、同館HPで。

☎044-888-3911 044-856-1436 ［先着順］。

宮前区のミライづくりプロジェクト通信　第１０号
～鷺沼駅前地区再開発事業に関する説明会を開催します～

川崎ブレイブサンダース（プロバスケットボールクラブ）
ホームゲーム区民招待

「ロコ体操教室＠さぎぬま」
（宮前区区制40周年協賛事業）

区民限定オンラインエクササイズヨガ
「おやすみヨガ-EARTH-」（宮前区区制40周年協賛事業）

平和・人権・男女平等推進学習
「お金からジェンダーを考える～物価高、円安、
コロナ…不安な今、お金を取りまく社会を知ろう～」

区HP

同館HP

検索宮前区　ミライづくり
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同施設HP

応募フォーム

ふろん太
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