
22万3476人

9万4592世帯

「みやまえ坂道ウオーク」を増刷しました。区役所企画課で配布しています　

26年度保育所入所
不承諾の人への
時間外相談

講  

演
医師・歯科医師が伝える
災害時の医療

　23年3月11日に発生した東日本
大震災で災害派遣医療チームとし
て活動した医師、被災地での支援
活動に参加し、大規模災害時にお
ける保健医療についての研究活動
も行う歯科医師を講師に迎え、災
害時の医療を学びます。
時間　11時～12時半（開場10時45
分）
場所　宮前市民館大会議室
定員　当日先着200人

●プログラム

〈第1部〉災害時における医療機関
の役割…大規模災害時に行政と医
療コーディネーターはどのような
役割で行動すべきか、医療機関は
何ができるかを伝えます。
講師　和田崇文（聖マリアンナ医
科大学）
〈第2部〉災害とお口のケア・誤え

　より良い暮らしを目指して、区
民の皆さんがまちの課題解決を審
議する区民会議。成り立ちから現
在までの歴史・第4期の審議テーマ
などの紹介、区民とのディスカッ
ションなどを行います。
　また、「みやまえと出会おう～魅
力発見・活力体験広場」と題する今
回の区民会議フォーラムは、審議
テーマに沿った活動を行う団体を
招き、日ごろの活動内容や成果を
紹介します。
　さらに、子どもも楽しめるプロ
グラムもあり、鳥の鳴き声を当て

ん性肺炎…口
こう

腔
くう

の不清潔から発症
する誤えん性肺炎を防ぐための口
腔ケアなどを学びます。
講師　中久木康一（東京医科歯科
大学）

講  

演
ママの視点で子どもを
守る親子の防災対策

　阪神淡路大震災
の被害に衝撃を受
け「何もしないで
生き残れるほど甘
くない」と、防災
対策に関心を強め
た講師の国崎さん＝写真。女性と
して、保護者としての視点で家族
を守るための防災対策を伝えま
す。
時間　13時～14時半（開場12時45
分）
場所　宮前市民館大ホール
定員　当日先着500人
講師　国崎信江（危機管理教育研
究所代表）

るクイズや草花を使った工作を体
験できます。会場にはお茶を飲み
ながらゆっくり話ができる休憩
コーナーも用意。気軽に楽しめる
一日です。会場へ直接お越しくだ
さい。

宮前兄妹に会おう宮前兄妹に会おう

　宮前区PRキャラクター「宮前兄
妹」もフォーラム会場に登場しま
す。一緒に写真撮影もできます。
会いに来てみませんか。

展  

示
最新の防災対策情報を
チェック

　防災に関するさまざまな企業・
団体が展示、実演を行います。
　最新の防災技術や災害対策情報
をチェックして、家庭での日ごろ
の災害対策に役立ててみません
か。会場へ直接お越しください。

全ての坂道を歩いて全ての坂道を歩いて
会場に行こう会場に行こう

　第3期区民会議で提案され発行
した「みやまえ坂道ウオーク」に
は、愛称の付いた区内18カ所の坂
道に設置されている標識のマーク
を集めるページがあります。すべ
てのマークを描いてフォーラム会
場に持ってくると、先着で50人に
みやまえカルタをプレゼント。

時間　11時～15時
場所　市民広場、宮前市民館ホワ
イエ

 考えよう、見直そう。防災のこと

　防災への意識を高め災害に備えるために、防災フェアを開催します。
この機会に、あらためて家族や地域の防災について考えてみませんか。

防災を学んで、おもちゃを交換しよう防災を学んで、おもちゃを交換しよう
イザ！カエルキャラバン開催

時間　11時～15時
場所　宮前市民館会議室、市民広場

　会場にいらなくなった、まだ
使えるおもちゃを持っていくと
「カエルポイント」がもらえま
す。おもちゃが無くても、消火、
救出、救護などの防災プログラ
ムを体験するとポイントがもら
え、集めたポイントは「かえっ
こバザール」で、好きなおもちゃ
と交換することができます。た
くさん体験してポイントを集め
ましょう。意外な掘り出し物が見つかるかも

こ
の
機
会
に
備
え
の

見
直
し
も

まちの魅力を発見、体験まちの魅力を発見、体験
第4期宮前区区民会議フォーラムを開催  区役所企画課☎856-3133、 856-3119

　18カ所の坂道の
データと、それら
を巡る散歩コース
を掲載。
　区役所、出張所、
鷺沼行政サービス
コーナーなどで配布中です。

区内の坂道情報

完全収録

毎
年
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
大
盛
況

メロー（左）、コスミン（右）と記念撮影

3月8日（土）10時半～15時「宮前区防災フェア」開催

日時　3月15日（土）13時半～16時半
場所　区役所4階大会議室他

ウオーキングの
こつも掲載

区役所危機管理担当☎856-3114、 856-3119

（事前予約制です）

期間　2月10日～3月1日（日
曜・祝日は除く）の土曜、9時～
12時。平日の相談時間などの詳
細は2月7日（金）に発送する選考
結果通知をご覧ください
場所　区役所3階16番窓口（土
曜は区役所4階第2会議室）
対象　26年度入所申し込みで不
承諾となった人
内容　保育所入所や認可外保育
施設（川崎認定保育園など）の相
談・案内。相談時間は約30分

2月10日から（土曜を希望
する場合は前日17時までに）電
話で区役所児童家庭課☎856-
3158。※予約が
ない人の相談は
受けられませ
ん。状況により、
お待ちいただく
場合がありま
す

★宮前平中学校吹奏楽部によるオープニング（10時半、市民広場）
★区内和太鼓団体「里空」による演奏（12時、市民広場）

この他の
催 し 物



月23日10時から参加費を持参し
直接、市民プラザ体育施設☎857-
8818、 866-0382。［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

　いずれも同センターで。
▼囲碁将棋大会
　3月19日（水）9時～15時半。市内
在住で60歳以上の❶囲碁：64人❷
将棋：20人。昼食は各自用意して
ください。 2月15日から直接か
電話で。［先着順］
▼前期講座　受講者募集
　4月から始まる講座。太極拳、
古典（徒

つれづれ

然草）、転倒予防と健康体
操、童謡、川柳、書道、ヨガ、カ
ラオケ、食生活、男性の料理教室、
リハビリ。市内在住の60歳以上が
対象。 2月17日～27日の9時～
16時に受講者本人が80円切手を
持参し直接。［抽選］。※講座の曜
日、時間、定員、内容、費用など
詳細はお問い合わせください。

区役所地域保健福祉課
〒216-8570 宮前区宮前平2-20-5
☎856-3255、 856-3237

▼地域のまなざしづくりを目指
して（パート2）

　視覚障害者の話に耳を傾ける
ワークショップ。テーマは「やっ
てあげる関係づくりの前に、理解
する姿勢を持とう」。2月26日（水）
13時半～15時半。区役所4階大会
議室で。50人。 2月17日から電
話かFAXで。［先着順］

区役所地域振興課
〒216-8570 宮前区宮前平2-20-5
☎856-3135、 856-3280

▼ディスカバーウオークみやま
え～歩いてみつける街の色～

　寒い冬こそ、外に出て歩きませ
んか。自然散策をしながら東高根
森林公園まで歩き、体を動かして
遊びます。2月23日（日）9時集合。
小学校低学年は保護者の同伴が必
要。弁当、筆記用具、水筒、タオル、
雨具を持参。歩きやすい服装、靴
で。ペット同伴不可。当日集合場
所へ直接。集合場所：❶野川こど
も文化センター❷有馬つつじ公園
（宮前区有馬3-11-1）❸宮崎こども
文化センター❹宮崎第4公園（宮
前区宮崎6-2-3）。※雨天時の集合
場所・時間はお問い合わせくださ
い。

宮前スポーツセンター
〒216-0011 宮前区犬蔵1-10-3
☎976-6350、 976-6358

▼4～6月のスポーツ教室
　卓球、バレーボール、こどもダ

ンス、小学生体操、座って体操、
ウオーキングなど31講座の受講
者を募集。 3月3日（必着）まで
に住所、氏名、電話番号、年齢、
希望教室名を記入し往復ハガキ
で。［抽選］。※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

区役所高齢・障害課
〒216-8570 宮前区宮前平2-20-5
☎856-3262、 856-3163

▼気付いていますか、こころの
サイン～精神保健福祉講座

　❶身近なこころの病について…
3月11日（火）13時半～15時。区役所
4階大会議室で。講師：石附知実
（市社会参加支援センター医師）❷
当事者が感じるこころの病…3月
18日（火）10時～11時半。区役所4階
会議室で。司会：岡田智恵（相談支
援専門員）❸相談機関・ボランティ
ア活動紹介と社会見学…3月20日
（木）9時45分～11時か14時～15時
15分。地域生活支援センターオリ
オンで（宮前区土橋3-1-6）。各回
30人。 2月17日から直接か電話
で。［先着順］

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

▼子育て支援事業「親子で体験、
ボディパーカション」

　体全体を打楽器にしてリズムを
を奏でる音楽を体験します。3月
19日（水）10時～12時。宮前市民館
大会議室で。1～3歳の子どもと
保護者。定員や申し込み方法など
詳細は問い合わせるか区ホーム
ページをご覧ください（2月10日
ごろに掲載します）。

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

　いずれも市民プラザで。
▼てづくり市
　アクセサリーやアート作品など
の手工芸品を販売。世界に一つだ
けの作品を探しに来ませんか。2
月16日（日）10時～15時。
▼「趣味の教室」発表会
　市民プラザで行われている各教
室の作品展示、実技発表、フラワー
デザインの体験講習。お茶会や作
品販売も。3月1日（土）、2日（日）、
10時～16時。
▼春休み子ども短期水泳教室
　水泳が初めての子どもから、上
達を目指す子どもまで。小学生ク
ラス（3日間、各回80人、3,000円）
…❶3月21日（金）～23日（日）❷3月26
日（水）～28日（金）。幼児クラス（2日
間、各回40人、2,000円）…❸3月
29日（土）、30日（日）❹4月2日（水）、3
日（木）❺4月5日（土）、6日（日）。い
ずれも7時45分～8時45分。 2

　2月下旬、鷺沼駅バスターミナル前
の安全対策として横断歩道に信号機
が設置される予定です。また、バス
ターミナルに入る右折帯を設け、区
画線が変更になります。信号機や路
面標示を守って通行してください。
宮前警察署☎ 853-0110（代）。区役

所危機管理担当☎856-3137、 856-
3119

　爆笑マジックで人気のマジシャン、ドリームかず
よしが贈る、不思議がいっぱいで楽しいマジック
ショーを堪能できます。会場へ直接お越しください。
日時　2月25日（火）12時　　場所　区役所2階ロビー
区文化協会☎888-3911（金曜10時～15時のみ）、 856-1436。

　宮前保健所運営協議会の委員を募集します。保健所の業務、運営など
について、保健・衛生の関係団体から選出された委員と年1回の会議を
行います。
資格　区内在住1年以上で20歳以上。※市職員と市付属機関などの公募
委員は応募できません
人数　3人　　任期　7月1日～28年6月30日（2年間）

3月15日（必着）までに住所、氏名、電話番号、性別、生年月日、区
民となった年月日、職業、職歴・ボランティアなどの活動経験、応募理
由を記入し、小論文「地域における保健所の役割」（800字程度、書式自由）
を添えて郵送かファクスで〒216-8570宮前区役所地域保健福祉課☎856-
3253、 856-3237。［選考］。※選考結果は3月31日ごろに応募者全員に通
知します

　自動体外式除細動器（AED）は、自動で電気ショッ
クを与え、心室細動の危機から命を守る機器です。
区役所をはじめとした公共機関、小・中学校、駅、
大型店舗などに設置されています。
　宮前消防署では、AEDの使用方法の他、心肺蘇生
法を学ぶ講習会を行います。この機会に、正しい使
い方を知り、いざというときに備えておきましょう。
日時　3月11日（火）9時～12時　　場所　宮前消防署　　定員　30人

2月25日から直接か電話で宮前消防署☎852-0119、 862-2795。［先
着順］

保健所運営協議会の委員を募集します保健所運営協議会の委員を募集します鷺沼駅前に信号機を新設

正しく知ろう、
AEDAEDの使い方

区役所は1階に設置

区役所で区役所で

ず
ク
い

8556--14336。。

クで人気のマジシシシシャン ドリームかずずず

マジックショー

日程 時間
（受付時間） 対象 内容・費用他 地域

保健福祉課
1
歳
児

歯
科
健
診

3月5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

2月18日か
ら電話で。
[先着順]
☎856-3264

禁
煙
相
談

3月7日（金）
13時半～
（13時15分
～13時半）

関心がある
人、禁煙し
たい人15人

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

2月17日か
ら電話で。
[先着順]
☎856-3266

39
歳
ま
で
の

健
診
・
保
健
指
導

検査日
3月10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

2月17日か
ら電話で。
[先着順]
☎856-3254結果説明日

3月24日（月）
（8時45分
～9時）

お
う
ち
で
気
軽
に

エ
ク
サ
サ
イ
ズ
講
座

3月17日（月）
13時～14
時半
（12時45分
～13時）

20～40代の
20人

「お気楽・継続のテ
ク」講義と実習。無
料※保育あり（先着
5人）

2月18日か
ら電話で。
[先着順]
☎856-3266

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


