
お間違えのないように

水・緑・花・人の出会うまち

中原区の花パンジー 中原区の木モモ

●発行：中原区役所　〒211-8570 中原区小杉町3-245
●編集：中原区役所企画課 （☎044-744-3149　 044-744-3340）

044-744-3113

区 版な か は ら01 中原区ホームページ  https://www.city.kawasaki.jp/nakahara/　［区版］は区の情報を中心に掲載しています。

12

（令和4年11月1日現在） 2022（令和4）年 12月1日発行26万5,224人 13万7,700世帯

　中原区SDCとは、区にゆかりのある団体や個人の集まりで、「生きがいの発見」「新しい価値の創出」
「抱えた課題のクリア」を目的として10月から活動しています。参加者に話を聞きました！

区役所企画課☎︎044-744-3149 044-744-3340

あなたのやりたい！で
このまちを元気にしよう！

～中原区SDCがスタート～

12月11日～20日は
年末の交通事故

防止運動期間です！

＼ Welcome ／

　月1回の交流・共有・提案の場です。
日時　偶数月第3水曜18時半～
　　　奇数月第2土曜10時～
場所　区役所会議室　他
内容　第1部：YORIAI企画　30分～1時間
　　　第2部：各グループ報告　15分
　　　第3部：交流タイム　1時間
※会場かオンライン(Zoom)で誰でも参加できます。

知る

つな
がる集う

　「地元の課題に取り組
んでみたい」と思っている
人の、”やりたい”と”でき
る”を見える化する講座を
行っています。子どもた
ちへの地元自然体験の提
供や、共同作業を通じた
市民同士のつながり促進
が実現しています。

10月19日㈬YORIAI（定例会）

里山体験in長瀬緑地

井田山YORUBEの会

第2回交流会
in住吉地区

第1回交流会
in丸子地区

　ゆめ区民祭に出展
宝の地図づくり、クイズ等

かわさきFMに出演
SDCでの取り組みを紹介

　川崎プロボノ部はプロボノ活動に
参加したい市民と団体をマッチング
し、その活動を支援する組織です。

12月のYORIAI企画はプロボノ対談！

これからの
活動も

楽しみです！

一瀬さん

交流タイム

川崎プロボノ部の皆さん
　NECプロボノ倶楽部は社員創発の自主活動
組織で、全国約500人のワーカーが参加してい
ます。第1回かわさきSDGs大賞特別賞受賞。

NECプロボノ倶楽部の皆さん　

課題
チャレンジ

YORIAI
（定例会）

杉
すぎのめ

妻さん 横井さん

　まちの素敵なモノ・
コト・ヒトなどを「まちの
宝」として、地域への関
心やあなたのやりたい
の実現につながる、中
原区の「宝の地図」づく
りにみんなで取り組ん
でいます。

　おのおのの経験や考え
などを語り合う交流会を
行っています。誰かと話
し、仲間を作ることで、
何かを始めるきっかけと
なるような、全ての人に
開かれた対話のための場
作りに取り組んでいます。

なかはら
宝さがし隊 交流会

申し込み不要！
途中参加・退出OK！

ソーシャルデザインセンター

安西さん

地域主体のつながりを作るためにさまざまな取り組みを行っています。「知る」
「集う」「つながる」などの機能を実践するため、定例会やグループでの活動
を通じて、仲間づくりや情報発信、やりたいことの提案などを行っていきます。

もっと詳しく知り
たいな！ どんな活
動をしているの？

SDCに参加している
小学生の原田さん

？
？

SDCに参加している
小学生の中谷さん

区HP

中原区
SDCの
詳細は
こちら

区に縁のある2団体に、活動内容や思いを熱く語ってもらいます！

対
　
　　
談

どちらからでも
誰でも参加可能！参加

方法

グループ グループ

グループ

❶月１回開催のYORIAI(定例会)に参加
❷Slack（チャットツール）への登録
 テーマ別のグループに参加するとより楽しめます！

　中原区SDCの情報共有・連絡ツールとして
利用しているSlackに参加できます。
　右のフォームからお申し込みください。

申し込み
フォーム
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第1部：10時～10時40分（関係者のみ参加可）　表彰式
第2部：11時～11時20分（一般見学可）　分列行進、一斉放水ほか
場所　等々力緑地　催し物広場
※雨天の場合は表彰式のみ実施します。
※新型コロナウイルス感染状況によっては内容を変更して実施します。

　区制５０周年を記念して、
川崎フロンターレ、川崎ブ
レイブサンダース、 NEC
レッドロケッツ、富士通フ
ロンティアーズ、富士通レッ
ドウェーブとコラボした婚
姻届を作成しました。詳細
は区HPで。

区役所区民課
☎044-744-3185

044-744-3341

　地域の安全・安心
を守るため一緒に活
動する仲間を募集し
ています！

区内在住・在勤で、１８歳以上の人

中原地区出初式 1月8日㈰ 消防団員募集

中原消防署からのお知らせ

区内を拠点に活躍するスポーツチームとの
コラボ婚姻届配布中！

中原消防署予防課☎044-411-0119 044-411-0238

消防職・団員による一斉放水

©️KAWASAKI FRONTALE
©️KBT　©️Fujitsu Limited

©️NEC RED ROCKETS区HP

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　中原・新メディア編集会議
　メディア作りのプロを囲んで、中原
区で「頑張る人」を応援する新メディ
アのコンセプトを作ります。 12月
17日、1月7日、14日、28日の土
曜、10時～12時、全4回 中原市
民館 原則、全回参加できる20人

500円 12月15日までに電話
かメールで中原ドリームアップ応援
隊☎090-9242-7706（9時～19時）

hakura@juspa.jp ［抽選］ 区役
所企画課☎044-744-3152 044‐
744-3340

3340中原区市民提案型事業子育て支援入門講座
　講義や赤ちゃんと触れ合う実践を通
して子育て支援を学びます。 1月17
日㈫、2月9日㈭、3月2日㈭の10時
～11時半、全3回 いいんだよひろば

（宮内2-15-15ガーデン桜弐番館1階）
会場10人、オンライン20人 12

月15日からメールか申し込みフォームで
「いいんだよ」 iindayo.kawasaki@
gmail.com 区役所企画課☎044-
744-3149 044-744-
3340 ［先着順］。※詳細
は区役所などで配布中の
チラシで。

3340事例から学ぶ認知症・相続・成年後見制度
　相続、遺言、成年後見制度などに
ついて家庭・地域の現代的課題として
認識し、学ぶ講座です。 1月5日
㈭、12日㈭、9時半～11時半、全2
回 中原市民館 30人 12月15
日9時から電話、FAX、HPで中原市
民館☎044-433-7773 044-430-

0132 ［先着順］
普通救命講習Ⅰ 　

　心肺蘇生法や、自動体外式除細動器
（AED）の取り扱い方法などの講義と
実習。受講者に修了証を交付。 ❶1
月16日㈪❷1月26日㈭いずれも9時～
12時 中原消防署 30人 800円

❶は12月23日❷は1月5日、い
ずれも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

　次の対象イベント参加
で記念品が当たります。

歩こう会
　 1月8日㈰8時～11時。雨天の場
合は15日㈰ 田園調布駅集合→新
丸子駅→西明寺解散、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を確認の
上、参加してください。
なかはらの魅力発信講座（後期）
　座学とまち歩きを通して、中原区の
魅力や歴史を楽しく学べます。テーマ
は、川崎七福神巡り、印刷工場見学、
宮内の史跡巡りなど。 1月6日㈮10
時～15時、1月23日㈪11時半～13
時半、2月20日㈪10時～11時半、3
月20日㈪10時～12時、全4回。荒
天中止 100円 区役所他 30人

12月20日（必着）までに生年月日
も記入し往復ハガキか区HPで〒211-
8570区役所地域振興課☎044-744-
3324 044-744-3346 

［抽選］。 ※詳細は区役
所などで配布するチラシ
か区HPで。

●乳幼児の子育てに「木育」を
　環境を守り、木の文化を伝え、子どもの心を
豊かにする「木育」。木のおもちゃにふれること
などで、乳幼児の子育てから木育を取り入れて
もらいたいという思いで4年3月から活動を始
めました。
　初めて木育にふれる親子に向けた講座を
行っており、一見扱いにくそうだけれど想像力
を膨らませられる素朴な木のおもちゃにふれ、
一緒に遊び方を考えることなどを通して、木育
を知ってもらうとともに、親子のふれ合いを豊
かにできたらと考えています。
　今後は、イベントへの参加などで他の団体とも交流し、
共感する人たちとつながり、市内の木育に関するネット
ワークのつなぎ役になれたらと考えています。
●区制50周年に寄せて
　おめでとうございます。区には豊かな自然が今もありますが、子どもが
木など自然に触れ合う機会が身近にある区であり続けてほしいと願い、そ
れにつながる活動を行っていきたいと思います。

川崎市で木育を広め隊 kawasaki.mokuiku@gmail.com
区役所企画課☎044-744-3152 044-744-3340

川崎市で木
もくいく

育を広め隊
×

区HP

申し込み
フォーム

種目 内容 日程 時間 場所

OTOアート
フットボール

ボール運動を中心とし、ス
ポーツ万能になるきっかけ
作りを目指します

12/19、
1/16、23、30
2/6の月曜

15時半～
16時20分

大戸
小学校
校庭

キッズラン
運動の基本であるランニン
グで、楽しく基礎体力の向
上を目指します

12/20、
1/17、24、31
2/7の火曜

17時半～
18時20分

下小田中
小学校
体育館

Saturday
ダンス

かっこいいダンスのフリを
マスターし、地域の発表会
出演を目指します

12/17、
1/7、21、
2/4、18                            
の土曜

9時～ 
9時50分

大戸
小学校
体育館

ダンス
エクササイズ

ダンスに必要なステップや身
体の使い方などを学びます

10時～ 
10時半

マット体操
マットで体の柔らかさやバ
ランス、跳び箱で跳ぶ力や
支える力を身に付けます

10時半～
11時

バドミントン
time

自由にバドミントンを楽し
む時間です。 親子や友達
同士で楽しみましょう

10時～
11時40分

会費3,000円／半年（4月～9月、10月～3月。途中入会は600円／月）※初回
無料体験（１種目のみ） 中原元気クラブHP 区役所地域振興課☎044-744-
3323 044-744-3346

中原元気クラブキッズ教室 検索中原元気クラブ

詳細は区HPで▶

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
タウンニュース中原区版、かわ
さきFM番組表などを配布

　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

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：中原区民祭　など

区役所企画課☎044-744-3149 044-744-3340

活動の詳細
はこちら

10月25日に行った講座の様子

川崎市で木育を広め隊の
皆さん
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