
 

●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）

3 12023（令和5）年

044-856-31133

区 版みやまえ01 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5年2月1日現在）

23万4,689人

10万5,028世帯

区制40周年

メロメロ話
メロー コスミン

と の

　メロン畑の女神さまの
魔法かな？ 気が付いたら
３Dになってたの！ 1年間、
メロメロ話を読んでくれ
て、ありがとう！ これから
もヨロシクね！

花便り  風情感じる  宮前で
　区の木・桜を思う存分堪能できる季節がやってきました。宮前の春を感じに出掛けてみませんか。

区役所企画課☎044-856-3133 044-856-3119

　自宅などでスマートフォンやパソコンを使って事前に必要事項を入力することで、区役所に
来庁いただいてからの届出書などの記載が不要になります。

川崎市事前申請サービスお問い合わせ窓口☎0120-222-560(8時45分～17時半)
※土・日曜、祝日、年末年始を除く

事前申請入力できる主な届出
・転入届（他市町村から川崎市への引っ越し）
・転居、区間異動届（川崎市内間の引っ越し）
・転出届（川崎市から他市町村への引っ越し）
・世帯変更届（世帯主変更、世帯分離、世帯合併など）

※注意事項
　本サービスは、インターネットで手続き
が完了するものではありません。事前申
請の後、区役所・支所に来庁いただいて
手続きを行ってください。

ネットde
スマート

HP

サンキューコールかわさき☎044-200-3939 044-200-3900
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混雑予想カレンダー　引っ越しの手続きで窓口が混雑します。
時間に余裕をもってお越しください。駐車
場も大変混雑しますので公共交通機関を
ご利用ください。駐車場は１時間のみ無
料です。
◆第２・４土曜も窓口を開設します。
　時間　８時半～１２時半
　※取り扱い業務については、市HPを確認してください。
◆住民票、印鑑登録証明書は向丘出張所（平日８時半～

１７時）、鷺沼行政サービスコーナー（平日７時半～１９
時、土・日曜９時～１７時※祝日は休み）でも交付してい
ます。お急ぎでない場合は、区役所が混雑する時期
を避けていただきますようお願いします。

窓口混雑状況

３月、４月は窓口が混雑します

ネットdeスマート ～事前入力で手続きスムーズ～

受け付けまでの最大待ち時間（あくまで目安です。
状況により変わる場合があります）

3時間以上 2時間以上 1時間以上

待ち時間中に
一時外出も可能です

日時　４月1日㈯１０時～１６時半　場所　鷺沼駅前駐車場
　駅前から続く「春待坂」は桜並木が続くお花見スポット。会場ではダ
ンスや音楽など多彩なステージ、ゆるキャラ、フードコート、スタンプ
ラリーなど楽しいイベント。雨天決行。※荒天時はステージのみ中止

さぎ沼商店会 info@saginuma.com 検索さぎ沼さくらまつり

日時　４月２日㈰１０時～１６時　場所　宮崎台駅周辺
　市民ボランティアと地域の商店・団体が協力して開催します。4年ぶりにさ
くら坂の歩行者天国が復活！　ダンス・音楽広場、模擬店、mamaマルシェ（手
作り品販売）、こどもスタンプラリーなども行います。※小雨決行・雨天中止

ふる里さくら祭り実行委員会 LINE ID:sakurafes1997 検索ふる里さくら祭り

日時　４月16日㈰９時～１１時　場所　蔵敷親水広場（菅生３-３）
　菅生中学校吹奏楽部などによる演奏や参加者全員による若アユ約1000匹・ドジョウ約
300匹の放流を行います。本イベントは平成13年に始まりました。河川の改修工事を機に、
商店会と地元住民が要望した緑のある護岸が実現したことが契機です。推進役を務めた、
故 松井隆一さんを偲ぶコーナーも設けます。※雨天時は若アユ・ドジョウ放流のみ

平瀬川流域まちづくり協議会☎090-8682-7591（9時～18時）

川崎市外への転出届出は郵送でも行えます。詳細は市HPをご覧ください。 検索川崎市　郵送転出

さぎ沼さくらまつり

ふる里さくら祭り

平瀬川桜祭りと若アユの放流
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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。

区HP

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）

❶4月11日㈫
❷4月17日㈪
いずれも
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
3月17日から
区HPの予約
フォームで。

※「宮前区　離
乳食」で検索

中・後期
食教室
（離乳食）

4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

4月20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

3月17日
から電話で。
☎044-856-

3302

　１月号に掲載した選挙クイズ「第1回統一地方選
挙が行われたのは何年でしょうか」の答えは、②の
1947年(昭和22年)でした。

選挙クイ選挙クイズズのの
答答ええ

区選挙管理委員会事務室☎044-856-3126 044-856-3199

解説
　地方公共団体がそれぞれに選挙を行うと、有権者も混乱して
しまう恐れがあること、そして、選挙への意識を全国的に高め
ることを目的に一斉に選挙が行われたのが始まりです。

　たくさんのご応募、ありがとうございました！ 市選挙マスコット
「イックン」

　区民の皆さんをホームゲーム（❶対サン
ロッカーズ渋谷、❷❸対三遠ネオフェニック
ス）に招待します。
❶4月12日㈬19時5分試合開始❷4月22

日㈯18時5分試合開始❸4月23日㈰16時5
分試合開始

とどろきアリーナ(中原区等々力1-3)
区内在住の各２０人

３月２４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☎044-856-3177 044-856-3280

４月１9日㈬13時～16時※雨天延期４月２５日㈫
生田緑地東口ビジターセンター集合、初山バス停付近で解散予定
２０人
１００円

３月１５日から直接か電話で区役所地域振興課☎044-856-3125
044-856-3280 ［先着順］。※飲み物、雨具などを持参してください。

　区まちづくり協議会は、市民活動団体の活性化と自立を目的に、区内の
まちづくりに関連した市民活動団体に活動資金の一部を支援します。団体
の規模や活動実績により、3つのコースに分かれます。支援の対象となる
活動などの詳細はお問い合わせください。

3月22日～4月21日に区役所などで配布する申請書に必要事項を記
入し、直接区役所地域振興課(区まちづくり協議会事務局)☎044-856-
3125 044-856-3280

　現在区役所と市民館・図書館の間にある市民広場を区民がより使いやす
くするための取り組みを進めています。今回、区民の企画による市民広場
を使ったお試しイベントを開催します。

３月１６日㈭１０時～１５時※雨天延期３月２３日㈭　 区役所市民広場
主催　ひろばマルシェ実行委員会・SUNFESTA事務局
内容　じもとカフェ、ミニマルシェ、地域の紹介など

区役所企画課☎044-856-3133 044-856-3119

　足腰への負担を軽減するポールウオーキングで、坂を歩く基礎を身に付
けます。筋肉をほぐすストレッチ体操も。詳細はフロンタウンさぎぬまHPで。

４月7日～７月28日の金曜（祝日を除く）、１３時～１４時１０分
フロンタウンさぎぬま（土橋3-1-1）　 各日18人　 ６００円

初回は3月31日から、２回目以降は開催日1週間前の金
曜13時から、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］ 区役所地域振興課☎044-
856-3177 044-856-3280※空きがあれば当日参加可

　4月9日㈰に統一地方選挙が予定されています。仕事などで選挙当日に
投票所へ行けない人は、期日前投票所（宮前区役所・向丘出張所）をご利用
ください。
　期日前投票所で投票ができる期間や時間は、市ＨＰまたは、選挙時に送
付される投票所入場整理券に同封する案内チラシなどでご確認ください。
　選挙公報は、町内会・自治会からの配布ではなく、事業者による全戸へ
の配布を行います。

区選挙管理委員会事務室☎044-856-3126 044-856-3119

Aコース（４月４日、１８日、５月２日、１６日、６月６日、２０日）Bコース（７月４日、
１８日、８月１日、１５日、９月５日、１９日）の火曜、１０時～１１時半、全６回

同センター　 市内在住６０歳以上の各コース２０人
３月７日～１５日に通常ハガキ（６３円）を本人が直接持参、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 ［抽選］

　お子さんと一緒に広い庭や室内でのびのびと遊びませんか？事前予約は
不要です。

４月８日㈯９時～１６時半　 地域子育て支援センターすがお
就学前の子どもと保護者
区役所保育所等・地域連携担当☎044-856-3290 044-

856-3237

　夏の一大イベントのイラストを大募集。採用されたイラストはチラシやポ
スター、当日のプログラムなどに掲載します。採用者には図書カード３千
円分をプレゼント。
【応募規定】
手書きの場合は画材自由。パソコンで作成する場合、ソフトはイラストレー
ターかフォトショップを使用。応募点数に制限はありません。その他応募要
件などがあります。区役所・市民館などで配布しているチラシか区ＨＰで。

区内在住または在学の学生（中学生以上）
４月２１日（必着）までに直接、郵送、区ＨＰで〒216-8570　

区役所地域振興課☎044-856-3125 044-856-3280 ［選考］ 区HP
同施設HP

区HP

同センター
ＨＰ

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

まちづくりウオーキング
～生田緑地を巡り　枡形の歴史を知る～

市民活動団体の活動資金を支援します ひろばマルシェ～じもとカフェ×ミニSUNFESTA～

ポールウオーキング＆ストレッチ教室

期日前投票のお知らせ

脳と体のいきいき教室Ⅰ

地域子育て支援センター土曜開所

第２３回響け！みやまえ太鼓ミーティング
広報用イラスト募集！

コース 対象 支援額と回数

A 活動期間が1年未満か、1年以上の活動実
績があるが構成員が5人未満 上限5万円、通算2回まで

B 構成員がおおむね5人以上で1年以上の
活動実績があり自立を目指す団体

上限15万円、通算3回まで
※初回申請団体は上限5万
円とし通算3回には含めない

C
Bコースの支援を通算3回受けたが、自立
までの猶予期間が必要で、条件が整えば
自立が可能な団体

上限10万円、通算2回まで

©️KBT
#7　篠山 竜青

応募
フォーム

区HP

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、区役所1階

　　　健診フロア
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