
22万2660人�

9万4236世帯�

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。�

夏休みの締めくくり、市民館全
館が遊びでいっぱいになります。
昔、はやった遊びや伝統的な遊び
を中心に、まちの達人たちが教え
てくれます。
毎年も好評の「こおり大作戦」を

実施、ホール出演もあります。会

場へ直接お越しください。
日時 8月25日（日）10時～15時
場所 宮前市民館
出演 EMIダンスサークル、キッ
ドビクス「HARUizum」、ジュニ
ア筝

こと

アンサンブルパウロニア
★★★あそびメニュー★★★
折り紙、ベーゴマ、お手玉、めん

こ、囲碁、将棋、オセロ、ビーズ工
作、竹とんぼ、ぶんぶんごま、割り
箸てっぽう、紙ひこうき、おやつ
クッキング、ヨーヨーつり、絵本
読み聞かせ、水てっぽう、お面作
り、お人形作り、けん玉、シュロの

グランプリ 「おだしトマトのせチ
リコンカーン
風うどん（写
真）」
受賞者のコメ
ント 「昨年優
秀賞のおだしトマトを、受賞時のア
ドバイスを基に麺と合わせてみま
した（デリスタスエヒロ清水さん）」
優秀賞 「グリーンピースの冷製
クリームパスタと枝豆のパンナコ
ッタ（ランチボックス川崎店）」
「大きなエビフライ・大木さんの
卵と宮前野菜のタルタルソース
（とんかつしお田）」
a宮前市民館1888－3911、6856－
1436

日時　8月20日（火）12時5分～12時45分
場所　区役所2階ロビー
出演　ハニーズ（ハワイアン）�
曲目　ブルーハワイ、カイマナヒラ他�

〈夏真っ盛り・気分はハワイ〉�

a区役所地域振興課1856－3125、6856－3280
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熱中症に気を付けましょう�
◆熱中症になったときは�
意識が無いとき　　　　　　　　
　⇒すぐに救急車を呼びましょう�
症状が改善しないとき　　　　　
　⇒医療機関を受診しましょう�

　熱中症は気温や湿度が高い日、風
の弱い日に起こりやすくなります。
予防にはq小まめな水分補給や休
憩w日傘や帽子などe涼しい服装
rエアコンの活用が有効。高齢者
や乳幼児は特に注意しましょう。�

a区役所地域保健福祉課�
1856－3254、6856－3237
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葉でバッタ作り、ミニボウリング、
床上カーリング、魚つりゲーム、
缶バッジ作りなど。※材料費が掛
かるものがあります
a宮前市民館1888－3911、6856－
1436

宮前で採れた農作物をテーマに
募集したオリジナルレシピのコン
テストで、プロ部門のグランプリ
が決定しました。

　みやまえ太鼓ミーティング開催当日に浴衣で来
場、または持参すると、無料で着付けやお直しが受け
られます。11時～16時、宮前市民館2階グループ室
で。直接お越しください。�

白幡八幡大神平囃子連中白幡八幡大神平囃子連中�白幡八幡大神平囃子連中�

宮前（みやさき）ねぷた�

　心に響く太鼓の音、神秘的に揺らめくかがり火、�
息をのむ美しさのねぷた－－－。ことしも宮前に、“熱い夏”がやってきます。�

　毎年夏の恒例となった「響け！みやまえ太鼓ミーティング」は、15回目を迎えます。�
　第1部は宮前市民館大ホールの音響効果を生かし、和太鼓の響きを楽しめるステージを披露。ま
た第2部は屋外市民広場に会場を移し、かがり火とちょうちんで飾られた幻想的な雰囲気の中で、力
強い太鼓が鳴り響きます。�
　2組のゲスト公演に加え、ことしは地域の伝統芸能「白幡八幡大神平囃子連中」がオープニングを
飾ります。夏を体と心で感じることができる一日です。�
日　時　8月24日（土）14時～20時�
場　所　第1部（14時～17時半）…宮前市民館大ホール、第2部（17時50分～20時）…区役所市民広

場※雨天時は市民館大ホール�

出　演　大塚太鼓、川崎太鼓仲間　響、神六太鼓保存会、平保育園、どんどこ、野川親子太鼓　大地、

鼓音と楽鼓隊、ひばり太鼓会、横浜都筑太鼓、里空�

ゲスト　和太鼓祭音＆平間わんぱく少年団、無限�
a区役所地域振興課1856－3125、6856－3280

夏の夜を彩る太鼓の音色�太鼓太鼓の演奏体験演奏体験コーナー�太鼓の演奏体験コーナー�
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東京都の赤坂御門から伊勢原市
の阿夫利神社まで続く大山街道を
歩いて巡るイベントを開催しま
す。歴史を感じながら歩いてみま
せんか。参加者には事前説明会を
開催します。
日程・コース 下表参照。1日に
10～15 を4～5時間掛けて歩き
ます
対象 全回参加できる15人
費用 一般：13,000円、区観光協

会会員：9,000円（資料代、保険
料含む）
持ち物 弁当、飲み物、雨具、タ
オルなど
sa8月23日（消印有効）までに往
復ハガキに「大山街道を歩く」、住
所、氏名（ふりがな）、年齢、電
話・ファクス番号、返信面にも宛
名を記入し〒216－8570宮前区役所
地域振興課1856－3135、6856－
3280。［抽選］

区内の施設・作業所に通う障害のある
皆さんが、ベートーベンの「第九」を原語
で歌う「しあわせを呼ぶコンサート」を開
催します。障害のある人もない人も一緒に
ステージを作り上げます。日ごろの練習
の成果をぜひ聴きに来てください。

jimdo.com/）をご覧ください。

講話「安心してお産を迎えるた
めに」の他、妊婦体験、沐浴

もくよく

の実
演など。9月14日（土）9時半～12
時（開場9時）。区役所1階教育ホ
ールで。区内在住で妊娠20～30
週（出産予定日が11月23日～26年
2月2日ごろ）の初めて出産を迎え
る人とパートナー20組40人。s8
月16日から直接か電話で。［先着
順］※母子健康手帳、筆記具を持
参してください

来年1～2月に開講する連続講
座のプログラムを一緒に考えてみ
ませんか。9～11月に菅生分館で
3回程度の会議を行います。15歳
以上の5人。s8月17日10時から
直接か電話で。［先着順］

10月から新設する教室の受講
者を募集します。

楽しみながら基本を習得します。
10月8日～12月10日の火曜、9時
～10時45分、全10回。15歳以上
の初心者30人。6,300円。

子どもと体を動かしながら食全
般の助言を受けられます。簡単時
短メニューの紹介も。10月10日、
24日、11月7日、14日、12月5日、
12日の木曜、11時～12時、全6回。
2歳児と保護者20組。3,300円。

正しい歩き方で健康維持、体力
向上を図ります。10月4日～12月6
日の金曜、13時半～14時45分、全
10回。65歳以上の20人。5,300円。

qweとも宮前スポーツセンタ
ーで。s9月2日（必着）までに希
望教室名も記入して往復ハガキ
で。［抽選］

高齢者同士の親睦、交流を深め
ます。q利用者による演芸大会や
保育園児の踊り、歌w和太鼓ライ
ブなども。9月11日（水）、q9時半
～12時w13時半～14時15分、宮前
老人福祉センター3階大広間で。w

は60人。s会場へ直接。［先着順］

手芸、健身気功、近代史、朗読、
塗り絵、リズムダンス、ハーモニ
カ、ペーパークイリング（紙細工）、
食生活講座、男性料理教室。講座
ごとに回数、費用が異なります。
詳細はお問い合わせください。s

8月15日～26日9時～16時に参加

者本人が80円切手を持参し直接。
［抽選］

8月26日（月）10時半～11時半（開
場10時）。青少年の家で。区内在
住で小学3年生以下の子どもと保
護者50人。.s8月15日9時から直
接か電話で。［先着順］

9月22日（日）10時～15時。市民
プラザ屋内広場で。50店程度。
1,500円（出店料）。業者の出店、食
品販売は不可。高校生以下は保護
者の同伴が必要。s8月22日（必
着）までに参加人数、車の有無（1
団体1台）、販売品目も記入し往復
ハガキで。［抽選］

華道、着付け、健康、コーラス、
茶道、手工芸、美術など全23教室。
この秋、趣味を始めてみませんか。
申し込み方法など詳細は直接お問
い合わせください。

11月10日（日）に開催する区民祭
に、パレード、舞台出演、出店で
参加しませんか。s8月30日（消
印有効）までに申込用紙に必要事
項を記入し直接か郵送で。［選考］
※詳細は区役所、出張所で配布中
の申込用紙をご覧ください

パソコンを使った映像編集をコ
ンクール受賞者が分かりやすく教
えます。qシニア向け：9月13日
（金）、14日（土）w中学生の保護者向
け：9月20日（金）、21日（土）。いず
れも10時～15時、全2回。区役所4
階会議室で。q60歳以上w中学
生の保護者、各5人。s8月30日
までに直接かFAXで。［抽選］

坂道を歩く基礎を身につける講
座。ポールウオーキングで足腰の
負担を軽減します。9月6日～12
月13日の金曜、13時～14時10分。
フロンタウンさぎぬま（宮前区土
橋3－1－1）で。各回20人。600円。
s8月15日から直接か電話でフロ
ンタウンさぎぬま1854－0210、
6862－5030。［先着順］

毎週木曜、年間30回。q小学1
～3年生：15時半～16時45分w小
学4年生以上：16時45分～18時。
いずれも稗原小学校体育館で。い
ずれも30人。月額3,150円（別途入
会金2,000円）。日程など詳細はホ
ームページ（ http://sugao-sports.

sa1856－3132、6856－3280

sa1856－3302、6856－3171

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

▼qバレーボール

▼w子どもと食育フィットネス

▼e楽々ウオーキング

▼敬老のつどい

▼後期講座 受講者募集

▼区民祭　参加者募集

▼両親学級土曜日コース

sa〒216－0033 宮前区宮崎105－1�
1888－3588、6857－6623

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

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〉ベビーカーは、盗難防止のため、チェーンや鍵を掛けるなど、自己管理を
　　　　  お願いします。�

sa�
地域保健福祉課�

6856－3237

検査日�
9月9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
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導�

8月16日から�
電話で。［先着順］�
1856－3254

9月4日（水）�（9時半～�　10時）� 歯科健診と相談�

歯が生えてい
る1歳3カ月
未満の乳幼児
30人�

8月20日から�
電話で。［先着順］
1856－3291

1
歳
児�

歯
科
健
診�

結果説明日�
9月30日（月）�

（8時45分�
　 ～9時）�

20～40代の�
20人�

8月23日から�
電話で。［先着順］
1856－3266

9月26日（木）�

10時～�
　11時半�
（9時45分�
 ～10時）�

「ラクやせ」講義
と実習。※保育は
ありませんが、子
どもと一緒に参加
できます�
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関心がある人、
禁煙したい人
15人�

8月16日から�
電話で。［先着順］�
1856－3266

9月6日（金）�
13時半～�
（13時15分�
 ～13時半）�

呼気一酸化炭素濃
度チェック、ニコチ
ン依存度チェック、
禁煙方法について
の学習など�

禁
煙
教
室�

▼男女平等推進学習
企画委員募集

▼坂道もらくらくウオーキング

▼人形劇「ヘンゼルとグレーテル」

1�
2�
3�
4

9月25日�
10月23日�
11月20日�
12月18日�

赤坂御門～用賀�
用賀～鷺沼�
鷺沼～青葉台�
青葉台～鶴間�

5�
6�
7�
8

26年1月22日�
2月26日�
3月26日�
5月7日�

鶴間～海老名�
海老名～愛甲石田�
愛甲石田～追分�
追分～大山山頂�

回� 日程� コース� 回� 日程� コース�

郭敏

▼みやまえ映像コンクール
シニア・保護者向け映像編集体験

ウオークイベント�
参 加 者 募 集�

�
互いに理解し合い、心の�
バリアフリー化を目指して�

※いずれも水曜、9時半～16時。現地集合、現地解散。荒天中止

章佳紅

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

▼フリーマーケット出店者募集

▼趣味の教室　受講生募集

▼菅生スポーツコミュニティク　
ラブジャズコース受講者募集

日時 9月6日（金）13時半（開場12時半）
場所 宮前市民館大ホール　定員 当日先着800人
第1部：宮前障害者施設・作業所等連絡会による

合唱
曲目 交響曲第九番第四楽章「歓喜の歌」より抜粋他
第2部：中国悠久の調べ
曲目 天路、地上の星他
出演 郭敏（揚琴）、章佳紅（二胡

こ

）、唐亜明（歌）
a区役所地域振興課1856－3132、6856－3280


