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区役所の駐車場は大変混雑します。公共交通機関をご利用ください。�

宮前区まちづくり協議会では、
区内の公有地にある花壇に花や
木々を植えて自主管理している団
体に、花苗を提供して活動を応援
しています。
昨年は24団体に、パンジー、ビ

オラ、アリッサムなど6種類の花
の苗を提供しました。

参加団体を募集します

ことしも20団体程度に提供を予
定しています。一緒に花いっぱい
の宮前区にしませんか。

26年3月に、中学生を対象にし
た「みやまえ映像コンクール」が
開催されます。これに先立ち、映
画監督や撮影の専門家などから撮
影の技術を学ぶ講座を開きます。
ビデオカメラによる撮影のポイ

ントや注意点など、撮影に関する
技術が学べます。夏休み期間なの
で、友達やクラスメートを誘って
一緒に参加しませんか。
日時 8月9日（金）、10日（土）、9時

～17時、全2回。
場所 区役所4階第2会議室
対象 区内在住か在学の中学生20
人
内容 映像作成・カメラ撮影の基
礎知識についての講義、撮影実習
と講評
sa7月16日から直接か住所、氏
名、電話番号を記入しファクスで
区役所地域振興課1856－3132、
6856－3280。［先着順］

提供時期は10月28日～11月29
日。花苗の種類・色の指定はでき
ません。支援決定団体は9月30日
に開催する「花とみどりの支援説
明会」に参加してください。
s8月30日（必着）までに申込用紙
に必要事項を記入し、花壇への案
内図と花壇の図面、現在の様子が
分かる写真を添え、直接か郵送で
〒216－8570宮前区まちづくり協議
会事務局。※申込書は8月1日か
ら区役所などで配布します。応募
書類は返却しません
a区役所地域振興課1856－3125、
6856－3280

区内の道路用地などを利用して
緑化活動を行う団体を紹介します。
鷺沼で活動する「花とみどりの

会」は、まちづくり協議会が昨年
度行った花苗の提供を受け、鷺沼
3丁目の交差点の一角にパンジ
ー、アリッサムなど約200株の苗
を植えました。
もとは雑草が無造作に生えてい

ましたが、会の皆さんで草刈り、
整地をして苗を植え、4月には見
事に咲き誇り、交差点をとても華
やかな雰囲気にしていました。
現在この花壇には、夏の花の苗

が植えられています。夏から秋に
かけてが見頃とのことです。
会代表の河野

明敏さんは「通
りかかる人から

『きれいに咲いたね』と声を掛け
られたり、苗を提供してくれる話
をされたり、地域のコミュニケー
ションが生まれるのがとてもうれ
しい」と話してくれました。
また、会に参加する皆さんも、

体を動かし、まちの人から元気を
もらうことで、とてもやりがいを
感じているそうです。
地域の皆さんの努力で、美しい

まちづくりが進められています。
a区役所企画課1856－3133、6

856－3119

区では、「花と緑」を育てることで、快適で美しく、
やさしくなれるまちづくりを目指して、区民が主体と
なってさまざまな緑化活動を進めています。

パンジーがきれいに咲きました

木々と花と道路が調和しています

日時　7月26日（金）12時5分～12時45分
場所　区役所2階ロビー
出演　村上紀義（テューバ）�
曲目　トランペット吹きの休日、ルーマニア舞曲 他�

〈あなたの知らないテューバの世界へようこそ〉�

a区役所地域振興課1856－3125、6856－3280

第235回�第235235回�第235回�

村上紀義�

安全
�
安心

�

落書き消して安心なまちに�

　区役所では、市民団体「落書き戦
隊ケスンジャー」と一緒に落書き消
しを行い、地域の住環境を守る支
援を行っています。ことしは7月28
日（日）9時から、東名神木公園（神木
本町2－1）で実施します。�

a区役所危機管理担当�
1856－3137、6856－3119

昨
年
の
落
書
き
消
し
�

家族そろってお楽しみください。入場無料。直接会場へ。
上映作品 「ちいちゃんのかげおくり」「まんが日本昔ばなし」他

7月15日（月）�

19日（金）�

20日（土）�

20日（土）�

22日（月）�

23日（火）�

24日（水）�

26日（金）�

27日（土）�

28日（日）�

8月1日（木）�

鷺沼小学校体育館�

野川小学校体育館�

有馬こども文化センター�

小台公園�

宮前平小学校体育館�

三ツ又広場�

南野川小学校体育館�

県営有馬団地集会所�

西野川小学校グラウンド�

宮崎台小学校体育館�

土橋2丁目公園�

�

上履き持参�

�

雨天時：小台八幡会館�

�

雨天時：三ツ又会館�

上履き持参�

�

雨天時：体育館�

�

雨天時：土橋会館�

上映日と開始時間� 場　　所� 備　　考�

18時半�

18時半�

18時半�
�

19時�

19時�

a区役所地域振興課1856－3135、6856－3280

夏休み�

信号待ちも楽しくなりそうです

まちづくり協議会の
花苗提供活動

歩道の空き地で緑化活動

中学生が撮る

花
と
み
ど
り
の
会
の
皆
さ
ん
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子どもから大人まで楽しめる地
域交流イベント「さぎぬまなつま
つり」を開催します。小学1～4年
生が参加できるフットサルミニゲ
ーム、わなげやスーパーボールつ
りなどの縁日屋台、飲食屋台の他、
祭りの最後には和太鼓の演奏会も
行われます。
日時 8月6日（火）16時～19時半
場所 フロンタウンさぎぬま
※事前申し込みや参加費が必要な
プログラムもあります。詳しくは

フロンタウンのホームページ（
http://www.frontown.com）をご覧い
ただくか、直接お問い合わせくだ
さい

20m走測定やシュートチャレン
ジなどに挑戦しませんか。
日時 8月6日（火）16時～
場所 フロンタウンさぎぬま
対象・費用 小学生、100円
s当日16時から直接会場で。［先
着順］

します。

区内在住の市民講師による講
座。いずれも菅生分館で。sqw

7月20日10時からer8月15日10
時から直接か電話で。［先着順］

大人も参加できます。7月31日
～8月21日の水曜、14時～16時、
全4回。小学4年生以上の10人。
2,000円。

8月22日（木）9時半～12時。小
学3年生以上の子どもと保護者6
組12人。1人につき300円。

9月19日、10月3日、17日、11月
7日、21日の木曜、18時～20時、全
5回。10人。1,200円（保険料）。

9月30日、10月7日、28日、11
月11日、25日の月曜、13時半～15
時半、全5回。10人。

運動による認知症予防の可能性
を学ぶ講座。筋力トレーニングの
実践も。講師は本山輝幸氏（フィ
ジカルブレインクリエイション代
表）。9月10日～10月29日の火曜、
14時～15時半、全8回。老人福祉
センターで。市内在住で全回受講
できる60歳以上の20人。500円

（資料代）。s7月23日～30日の間
に80円切手を持参し直接。［抽選］
※抽選結果は8月上旬に郵送で通
知

心肺蘇生法や自動体外式除細動
器（AED）の取り扱い方法を学びま
す。8月23日（金）13時半～16時半、
宮前消防署で。30人。s8月6日
から直接か電話で。［先着順］

7月28日（日）14時半開演、アリー
ノ2階集会室で。曲目：「ウィリ
アム・テル序曲」「G線上のアリ
ア」「風の谷のナウシカ」「白鳥」
他。出演：奥平哲也（マリンバ）、
川上史子（ピアノ）。120人。1,000円

（ワンドリンク付き）。sチケット
販売中。直接か電話で。［先着順］

「インボディ」という機械で筋
肉・体脂肪・体水分・基礎代謝量
などを測定します。宮前スポーツ
センターで。1回200円。s随時、
直接か電話で。［先着順］

「ピアノで聴くベートーベン」を
開催。7月25日（木）、14時開演（13
時半開場）、市民プラザふるさと
劇場で。曲目：「交響曲『運命』（連
弾）」「エリーゼのために」「トルコ
行進曲」他。出演：弘中幸子、三浦
万里、大村麗（いずれもピアノ）。
489人。1,000円（全席自由）。sチ
ケット販売中。直接か電話で。［先
着順］

いずれも宮前市民館で。

「いっしょに育とう！ママもキ
ッズも」9月5日～12月12日の木
曜、10時～12時、全15回。全回出
席できる区内在住で22年4月2日
～24年4月1日生まれの第1子が
いる保護者と子ども17組（保育あ
り）と関心のある5人（保育なし）。
1,000円（保育料含む。保育がない
場合は200円）。s7月31日（必着）
までにハガキかFAXで。［抽選］※
子どもの氏名、生年月日、性別も
記入してください。ハガキの場合
は「親子学級係」宛て。

自分だけの夢の家をデザインし
て、大学生や建築のプロと一緒に
模型を製作します。8月23日（金）
9時半～15時半。区内在住で小学
3～6年生の30人。500円（保険
料・材料費）。s7月17日10時か
ら直接か電話で。［先着順］

「夏休み子どもあそびランド
2013」を、伝承遊び・工作・折り
紙などの遊びの達人たちと一緒に
盛り上げませんか。8月25日（日）9
時～16時。中学生以上の50人。
s8月6日までに電話で。［抽選］
※軽食とお茶を用意します。中
学・高校生には活動証明書を発行

sa〒216－0006 宮前区宮前平2－20－4�
1888－3911、6856－1436

sa〒216－0015 宮前区菅生5－4－11�
1977－4781、6976－3450

sa〒216－0033 宮前区宮崎2－12－29�
1877－9030、6877－9232

▼宮前親子学級
▼q身近な素材で鉄道模型づくり

▼w親子でパンづくり

▼eクラウン（ピエロ）入門

▼r着物モダンリメイク

▼脳と体の若返り教室

▼普通救命講習会

▼夏休み★子どもワークショップ

▼ボランティア募集

sa〒216－0006 宮前区宮前平2－20－4�
1852－0119、6862－2795

sa〒216－0002 宮前区東有馬4－6－1�
1853－3737、6853－3746

▼トレーニング教室

sa〒216－0011 宮前区犬蔵1－10－3�
1976－6350、6976－6358

sa〒213－0014 高津区新作1－19－1�
1888－3131、6888－3138

aフロンタウンさぎぬま（土橋3－1－1）1854－0210、6862－5030
区役所地域振興課1856－3177、6856－3280

宮前文化協会★夏休み講座★参加者募集

いずれも小・中学生と保護者が対象。定員に達しない場合は一般の人
も受け付けます。宮前市民館で。
sa7月16日（消印有効）までに往復ハガキに希望講座名、郵便番号、住
所、全員の氏名（ふりがな）、年齢、電話番号を記入し〒216－0006宮前区
宮前平2－20－4宮前区文化協会事務局1888－3911（金曜10時～15時のみ）、
6856－1436。［抽選］

華道�
「夏･･･風を感じて」�

トールペイント�
「ガラスのフタ付き�
キャニスター」�

クレイアート�
「ぶどうの壁飾り」�

着付け�
「浴衣講習会」�

かるた大会�
「宮前を学んで、�
知って楽しもう」�

7月25日（木）�
13時半～16時半�

7月25日（木）�
13時～17時�

7月26日（金）�
13時半～15時半�

8月1日（木）�
13時～15時�

講座名� 日時� 定員・費用・持ち物�

15人。1,000円。作品を持ち帰
るための袋､はさみ（できれ
ば花用はさみ）�

15人。1,000円。作品を持ち帰
るための袋、キッチンペーパ
ー3枚､綿棒10本�

10人。700円。作品を持ち帰
るための袋､発泡スチロール
トレー2～3枚､ラジオペンチ�

20人。1,000円。浴衣､半幅帯､
帯板､腰ひも2～3本､だて締
め�

30人�

保健福祉センターの健診・検診案内�

日　程� 対　象� 内容など�時間�
（受付時間）�

※電話予約は8時半から受け付けます�

〈お願い〉ベビーカーについては、盗難防止のため、チェーンやカギをかけるなど、�
　　　　 自己管理をお願いします。�

sa�
地域保健福祉課�

6856－3237

検査日�
8月12日（月）�

（9時～�
　 9時半）�

健診機会が
なく、26年3
月31日まで
に18～39歳
になる30人�

血液検査、尿検査、
血圧、腹囲測定な
ど。1,220円�
※希望者には骨密
度測定を行います�

39
歳
ま
で
の�

健
診
・
保
健
指
導�

7月16日から�
電話で。［先着順］�
1856－3254

8月7日（水）�（9時半～�
　10時）�

歯科健診・歯科相
談�

1歳3カ月未
満の子ども30
人�

7月16日から�
電話で。［先着順］
1856－3291

1
歳
児�

歯
科
健
診�

結果説明日�
8月26日（月）�

（8時45分�
　 ～9時）�

フロンタウンで�
なつまつり�

夏休みサッカーアトラクション�
チャレンジコーナー�

ス
ー
パ
ー
ボ
ー
ル
つ
り

シュートスピードも測定できます

▼こころの共鳴箱・奥平哲也マ
リンバコンサート

▼プラザクラシックコンサート


