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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。

　第4期区民会議では、昨年4月
からこれまで、地域の課題につい
て議論を深めてきました。公園に
関する提案を検討する「環境を活

い

かした人づくり部会」と、世代間
交流について検討する「心を育て
る地域と世代部会」。両部会の審
議経過報告や提案に向けての意見
集約などを行う、第7回区民会議
を開催します。傍聴に来ませんか。
日時　11月20日（水）18時15分～20
時15分（開場18時）
場所　区役所4階大会議室
定員　当日先着50人
区役所企画課☎856-3136、

856-3119

　鷺沼駅前のロータリー中央に
は、きれいな花が咲き誇る花壇が
あります。花壇を維持管理してい
るのは、この地区を中心に活動す

る「鷺沼にんじんクラブ」の皆さん
です。設立30年以上の同クラブで
は、鷺沼北公園のアジサイロード
などの手入れも行っています。
　花壇の手入れは地道な努力が必
要ですが、それでもずっと続ける
ことができたのは、「それを眺める
まちの皆さんの笑顔と、『きれいで
すね』の一言のおかげです」と話し
てくれました。
区役所企画課☎856-3136、

856-3119

　区内には、市民活動の拠点とし
て、打ち合わせ、印刷作業、交流
の場などの機能を持った「市民活
動支援コーナー」（写真）が4カ所
あります。ぜひご活用ください。
対象　区内で非営利の社会貢献活
動をする団体と個人。※事前に利
用者登録の手続きが必要です。登
録方法など詳
細は各施設へ
お問い合わせ
ください。
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区民の視点で魅力を発信

ぐるっとみやまえ
　市と広報の協定を締結してい
る地域ポータルサイト「みやまえ

ぽーたろう」では、
市民館で講座を
受けた情報サポー
ターズが地域情報
発信サイト（写真）
を公開中です。

　農園巡り、ものづくりや福祉現
場の状況、地域のイベント情報な
どを区民の視点で取材・発信して
います。
http://www.

miyamae-portal.
net/jimobana/
フューチャーリンクネットワー
ク☎047-495-0635、 047-495-
0625。区役所生涯学習支援課☎
888-3911、 856-1436

　地域の交流を通じて、手を取り
合いながら楽しく子育て環境をつ
くる「すがお手つなぎまつり」を開
催。蔵敷こども太鼓連がオープニ
ングを飾ります。区のPRキャラ

クター「宮前兄妹」も登場し、一緒
に写真撮影もできます。
日時　11月30日（土）10時～14時
場所　地域子育て支援センターす
がお、菅生分館、蔵敷こども文化
センター
内容　鉄道模型展示、模擬店、人
形劇、スタンプラリー、おもちゃ
病院（要予約。詳細はお問い合わ
せください）他
菅生こども文化センター☎

976-0444

　地域で何かを始めてみたい人や
区内で活動している団体が対象
の、個々の関心ごとから社会を考
えるワークショップやウェブコン
テンツ作りを通して社会への情報
発信の方法や活動の始め方を学ぶ
全3回の講座です。
日程❶11月30日（土）14時～16時半
　　❷12月14日（土）14時～16時半
　　❸１月18日（土）14時～17時半
場所　区役所４階会議室
定員　40人
11月15日から直接か電話で区

役所地域振興課☎856-3125、
856-3280。［先着順］

区民が主役の区民が主役の
魅力あふれるまち魅力あふれるまち 鷺沼にんじんクラブの皆さん

鷺沼駅前ロータリーの花壇

このまちの将来を思い
議論を重ねています

パラシュートで遊ぼう

皆さんの活動を支えます
市 民 活 動
支援コーナー

日時　11月18日（月）13時半～14時半（開場13時）
場所　菅生こども文化センター　
出演　田村優輝子、阿井達也、荻原松美
曲目　紅葉、コパカバーナ他
区役所地域振興課☎856-3125、 856-3280

部会ごとの活動報告

　区では、区民の皆さんと協力して、より良いまちづくりに
取り組んでいます。今回は「魅力発信」を中心に紹介します。

手をつなぎ
みんなで楽しい子育てを

アリーノ市民活動支援コーナー
アリーノ☎853-3737、 853-

3746

まちづくり応援セミナー
「あなたの“自分ごと”が

“みやまえ”をステキにする」

区版2面に
関連記事
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田村優輝子
（マリンバ）

阿井達也
（マリンバ）

荻原松美
（パーカッション）

安全安心

住まいの耐震化を支援

区役所で配布中

　住んでいる建物が安全かどうかを知ることは、地
震に備えるために重要です。市では、地震による建
物の被害を減らすために、主に昭和56年以前の建築
物を対象に、耐震診断などの支援を行っています。
　詳細は、「備える。かわさき」をご覧ください。
区役所危機管理担当☎856-3114、 856-3119。

花と緑で
まちを楽しく美しく

区役所区民活動支援コーナー
区役所1階
区役所地域振興課☎856-3125、
856-3280

ふれあいスペース宮前
富士見プラザフォンテーヌ鷺沼
（宮前区土橋3-1-6）1階
区役所地域振興課☎856-3125、
856-3280

向丘地区区民活動支援コーナー
向丘出張所2階
向丘出張所☎866-6461、 857-

6453



昨年の展示（宮前地区）

昨年の展示（向丘地区）

いずれもアリーノ2階集会室で。各
回50人。 11月15日から直接か電
話で☎856-3287。［先着順］。

市民プラザ
〒213-0014 高津区新作1-19-1
☎888-3131、 888-3138

▼はじめてみよう「マクロビオ
ティック」

　玄米や野菜を中心とした食事法
「マクロビオティック」の基礎を学
びます。12月1日（日）13時～15時。
市民プラザセミナールームで。18
歳以上の15人。1,800円（試食代含
む）。 11月18日から直接か電話
で。［先着順］

宮前老人福祉センター
（宮前いきいきセンター）

〒216-0033 宮前区宮崎2-12-29
☎877-9030、 877-9232

▼ダンスパーティー開催
　センター利用者の交流と親睦を
深めます。12月3日（火）。宮前老人
福祉センター4階ホールで。60歳
以上。❶フラダンス・フォークダ
ンス…9時半～11時半。参加自由。
❷社交ダンス…13時～15時半。男
性30人、女性30人。 ❷は11月15
日9時から直接。［先着順］
▼脳と体の若返り教室
　筋力トレーニングによる認知症
予防の可能性を学びます。1月7
日～3月4日（2月11日を除く）の火
曜、14時～15時半、全8回。宮前
老人福祉センター4階ホールで。
全回受講できる60歳以上の20人。
500円（資料代）。 11月15日～29
日9時～16時に80円切手を持参し
直接。［抽選］

まちづくり局建築監察課
〒210-8577 川崎区宮本町1番地
☎200-3017、 200-0984

▼木造住宅耐震改修無料相談会
　木造住宅の耐震についての疑問
や不安を専門家に相談できます。
12月10日（火）13時～16時半。区役所
4階会議室で。昭和56年以前に建
てられた区内木造住宅の所有者が
対象。事前申し込み制。 11月
15日～20日（土・日曜を除く）10時
～17時に直接か電話で川崎市建築
設計事務所協会（川崎区榎町1-1川
崎センタービル403）☎201-9201、
201-9202。

宮前市民館
〒216-0006 宮前区宮前平2-20-4
☎888-3911、 856-1436

▼「みやまえ文化魂」開催
　区内の中学・高校生が企画・運営
し出演する文化祭。ダンス、バン
ド演奏、ジャグリング、みやまえ
ユカタコレクション、女子力アッ
プ講座、茶道体験など。11月24日
（日）10時～17時（ホール出演は12時
半開場、13時開演）。宮前市民館
で。会場へ直接。
▼男女平等推進学習
　育児休業後の仕事への復帰につ
いて学びます。1月14日～2月4日
の火曜、10時～12時、全4回。宮
前市民館会議室他で。産休か育休
中の女性30人。保育あり（6カ月
～就学前。900円。要予約）。 12
月3日10時から直接か電話で。［先
着順］
▼平和学習・海外から見たニッポン
　さまざまな国での生活を経験し
た市民講師から、世界での日本人
の活動や海外から見た日本のイ
メージについて聞きます。12月14
日～2月1日（12月28日、1月4日、
24日を除く）の土曜、10時～12時、
全5回。宮前市民館他で。30人。
保育あり（1歳半～就学前。900円。
要予約）。 11月20日10時から直
接か電話で。［先着順］
▼家庭における性教育
　子どもの精神面と体の変化を知
り、家庭での性教育について学び
ます。1月11日、18日、2月1日、
8日、22日の土曜、10時～12時、
全5回。宮前市民館で。小・中学
生の保護者30人。 12月3日10時
から直接か電話で。［先着順］
▼犬と猫と人間のよりよい暮らし
　一匹でも多くのペットと人間と
が幸せに暮らせるために、市民と

行政が協力してできることを考え
ます。動物愛護センターの見学も。
11月23日（祝）、30日（土）、12月7日
（土）、17日（火）、1月18日（土）、13時
半～16時、全5回。宮前市民館（12
月17日は動物愛護センター）で。
30人。 11月16日10時から直接か
電話で。［先着順］
▼区文化協会「福祉チャリティー
文化祭」

　宮前市民館（大ホール、会議室、
ギャラリーなど）で各部会の発表
会を行います。会場へ直接。❶作
品展示…11月29日（金）～12月4日
（水）10時～17時❷芸能（民謡、舞踊、
詩吟など）❸茶道❹体験講座（フラ
ワーアレンジメント、クレイアー
ト（粘土工芸）、華道など）…11月
30日（土）～12月1日（日）。発表会場な
ど詳細はお問い合わせください。

菅生分館
〒216-0015 宮前区菅生5-4-11
☎977-4781、 976-3450

▼クリスマスコンサート
　音が出るもの（がらがら、鈴、
太鼓など）を使って行うコンサー
トに参加しませんか。12月21日（土）
10時～12時。菅生分館で。子ども
と保護者40組。出演：遊音笑団や
まばん。 12月1日10時からチケッ
ト配布（1人4枚まで）。［先着順］

区役所地域振興課
〒216-8570 宮前区宮前平2-20-5
☎856-3125、 856-3280

▼市民活動団体の参加を募集
　2月15日（土）に開催する「まちづ
くり広場ラブみやまえ」の参加団
体。区内で活動する団体が対象。
市民活動団体の活動紹介、成果発
表などで交流を深めませんか。
11月29日（必着）までに申込用紙
を直接、郵送、FAXで。［選考］。
※申込用紙は区役所などで配布中
のチラシに付いています。
▼特設人権相談所開設
　人権擁護委員がいじめや体罰、

子どもや高齢者への虐待、セクハ
ラなどの相談に乗ります。11月21
日（木）13時半～16時。区役所4階会
議室で。会場へ直接。

▼スポーツ教室募集案内
　「生後3～24カ月の乳幼児と保
護者が対象の体操」「65歳以上の
座って楽々体操」「楽々ウォーキン
グ」など27教室の受講者を募集。
講座により受講料が異なります。
詳細は問い合わせるかホームペー
ジ（ http://www.miyamae-sc.jp）を
ご覧ください。 11月26日（必着）
までに住所、氏名、電話番号、希
望教室名、年齢を記入し往復ハガ
キで。［抽選］

区役所地域保健福祉課
各担当へ、 856-3237

▼おやこの食育教室～みんなで
食べるとおいしいね～

　バランスのよい食べ方やマナー
などの習得は家族で食卓を囲むこ
とから。子どもと一緒に料理をし、
楽しみながら「食べ物を選ぶ力」を
育みます。12月14日（土）10時～13
時、宮前市民館料理室で。4～12
歳の子どもと保護者15組。子ども
用の室内履き、エプロン、布巾を
持参。 11月19日から直接か電話
で☎856-3291。［先着順］
▼ケアウオーキング入門
　膝や腰に負担の少ない歩き方を
健康運動指導士から学びます。12
月3日（火）10時～11時半（受け付け
9時半）。区役所1階集団教育ホー
ルで。運動制限がなく、初めて受
講する65歳以上の30人。講師：黒
田恵美子（ジャスミンケアフィッ
トネス健康運動指導士）。動きや
すい服装、靴で。 11月15日か
ら電話かFAXで☎856-3266。［先着
順］。
▼今からできる認知症予防～い
きいきとした生活のために～

　❶生活に取り入れられる脳活性
化のこつ…12月11日（水）10時～11時
半。講師：高橋正彦（大倉山記念病
院医師）❷体を動かして脳活性化
…12月20日（金）14時～15時半。講師：
石井千恵（藤沢病院企画調査室長）。

◆宮前地区青少年作品展
　書道や絵画など子どもたちの作品が
彩る区役所にぜひお立ち寄りください。
日時　11月16日（土）13時～17時
　　　17日（日）、18日（月）9時～17時
場所　区役所4階会議室他
区役所地域振興課☎856-3135、
856-3280
◆向丘地区青少年美術展
　例年1,000点を超える応募作品が寄せ
られます。入選作の受賞式も行います。
日時　11月23日（祝）13時～16時、
　　　24日（日）9時～14時
場所　向丘小学校アリーナ
向丘出張所☎866-6461、 857-6453

子子どもどもたちのたちの作品展・美術展
宮前スポーツセンター

〒216-0011 宮前区大蔵1-10-3
☎976-6350、 976-6358

日程 受付時間 対象 内容・費用他 地域
保健福祉課
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検査日
12月2日（月）

9時～
9時半

健診機会が
なく、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。

11月18日か
ら電話で。
[先着順]
☎856-3254結果説明日

12月16日（月）
8時45分
～9時

1
歳
児

歯
科
健
診

12月4日（水） 9時半～10時
1歳3カ月未
満の乳幼児
30人

歯科健診・歯科相
談

11月19日か
ら電話で。
[先着順]
☎856-3291

保健福祉センターの健診・検診案内 856-3237
※電話予約は8時半から受け付けます


