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安全安心 振り込め詐欺に注意
　振り込め詐欺が急増しています。昨年の区内被害総額は1億円以上に
なりました。不審な電話があったら、すぐに警察署に相談しましょう。

❶  「電話番号が変わった」と知らせてきたら、前の番号に確認する
❷ 家族しか知らない話題を出して本人かどうか確かめる
❸ 電話で「お金」の話が出たら、詐欺だと思うこと
宮前警察署☎853-0110。区役所危機管理担当☎856-3137、 856-3119

　区の魅力あふれる観光スポットや名物を、区を
愛する区民が編集する情報紙「ぐるっとみやまえ（写
真）」は、区役所などで主に転入者向けに配布してい
ます。この「ぐるっとみやまえ」の最新版への改訂に
向け、一緒にまちの魅力を発掘する取材記者を募集
します。まずは編集会議を見に来ませんか。
日時　4月8日（火）15時半～1時間程度（開場15時）
場所　区役所4階第1会議室　定員　当日先着10人
区役所企画課☎856-3133、 856-3119

 “みやまえ通”の取材記者になれます

だまされないための3か条

ふる里さくら祭りふる里さくら祭り
10時～16時、宮崎台駅前広場他
　駅前のさくら坂で行うパレードは、消防音楽隊を先
頭に、一日警察署長の俳優・松重豊さんも登場します。
http://www.msakura.com

さぎ沼さくらまつりさぎ沼さくらまつり
10時～16時半（予定）、鷺沼駅前駐車場他
　フリーマーケット、商店会加盟店によるイベント、
ステージでのパフォーマンスなどでにぎわいます。
http://sakura.saginuma.com

平瀬川桜祭り平瀬川桜祭り
9時～12時、蔵敷親水広場（菅生3-3）
　遅咲きの八重桜が見られます。平瀬川への稚アユ
の放流も行われる、春の風物詩です。
平瀬川流域まちづくり協議会☎090-2154-7386

小台公園（宮前区小台2-24）
　広場を囲うように桜が咲き誇ります。

有馬さくら公園（宮前区有馬9-6）
　公園の斜面一帯が満開で染まる様は圧巻です。

　春になると区の各地で桜が見ごろを迎え、桜まつ
りが開催されます。区の花にも制定している宮前区
は桜の名所がたくさん。ぜひ出掛けてみてください。
区役所企画課☎856-3133、 856-3119

さあ、出かけよう

桜咲くまちへ

　転入・転出や保険・年金の手続きが集中する
3～5月は、窓口が混み合います。8時半～
10時ごろは比較的空いていますが、手続きの
内容によっては、時間がかかる場合があるの
で、余裕を持ってお越しください。
　この期間中は駐車場も混雑し、入庫までに
大変時間がかかるので、なるべく公共交通機
関をご利用ください。
◆3月29日（土）は臨時で窓口を開設します。
（取り扱い業務の詳細は市版2面参照）

区役所区民課☎856-3144、 856-3196
　区役所保険年金課☎856-3156、 856-31963～5月は窓口が大変混雑します

◆窓口混雑期間中はこちらもご利用ください（駐車場はありません）
住民票や印鑑登録証明書は鷺沼行政サービスコーナーでも交付できます（鷺沼駅北口。祝日を除く平日7時半～19時、土・日曜9時～17時）

桜が咲き誇る宮崎台駅前のさくら坂（21年4月撮影）

区民課 保険年金課
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音楽で春の訪れを感じてみませんか
みやまえロビーコンサート～春はサクソホンの息吹とともに～
日時　3月25日（火）12時5分～12時45分　　場所　区役所2階ロビー
出演　荻島良太（サクソホン＝写真左）、吉田亜希子（ピアノ＝写真右） 
曲目　「グラナダ」、レ・ミゼラブルより「夢やぶれて」他
区役所地域振興課☎856-3125、 856-3280

窓口受付時間 平日：8時半～17時  土曜：8時半～12時半



由）。チケット購入方法など詳細
はお問い合わせください。 区文
化協会事務局☎888-3911（金曜10
時～15時）。

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

▼「趣味の教室」受講生募集
　華道、着付け、体操、コーラス、
茶道、手工芸、美術など全23教室。
1カ月4,110円（陶芸は4,620円）。
講座の内容、申し込み方法など詳
細はお問い合わせください。

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

▼脳と体の若返り教室
　運動による認知症予防の可能性
について学びます。筋力トレーニ
ングの実践も。5月13日～7月1
日の火曜、14時～15時半、全8回。
市内在住で全回参加できる60歳
以上の20人。500円。講師：本山輝
幸（総合能力研究所所長）。 3月
15日～25日に受講希望者本人が
80円切手を持参し直接。［抽選］。

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

▼まちづくりウオーキング
　区内の市民活動団体などを紹介
しながら、宮崎台・馬絹周辺を歩
きます。4月23日（水）13時半～16時
半。宮崎台駅前集合。20人。飲み
物、雨具などを持参してください。
雨天中止。 4月2日から直接か
電話で☎856-3125。［先着順］
▼宮前区周辺を歩く
　区観光協会によるウオークイベ
ントの参加者を募集。区の魅力を
歩いて再確認しませんか。日程・
コースは下表参照。いずれも9時～
16時。全6回。全回参加できる25
人。6,000円（区観光協会会員は3,000
円）。弁当、飲み物、雨具、タオ

ルなど持参。 3月17日（消印有
効）までに「宮前区周辺を歩く」も
記入して往復ハガキで。［抽選］
▼みやまえ映像コンクール・作品
上映会と表彰式

　「中学生・宮前を知る」をテーマ
に区内の中学生が制作した映像作
品を上映。中学生の視点で区の魅
力を再発見できます。3月15日（土）
13時～16時10分（開場12時半）。宮
前市民館大会議室で。当日先着
100人。
▼フロンタウン・春まつり
　キックターゲット、射的などの
各種アトラクションや飲食屋台な
ど楽しい企画をたくさん用意しま
す。気軽にお越しください。4月3
日（木）11時～15時。フロンタウンさ
ぎぬまで（宮前区土橋3-1-1）。一部
有料のアトラクションや事前予約
が必要なものもあります。詳細は
問い合わせるかホームページ（
http://www.frontown.com/）をご覧
ください。 フロンタウンさぎ
ぬま☎854-0210（10時～20時）、
862-5030。

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

▼スポーツデーの日程変更
　4月から利用時間区分の変更に
伴い、実施時間が変更になる種目
があります。詳細は問い合わせる
かホームページ（ http://miyamae-
sc.jp）をご覧ください。

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

▼みやまえJAM2014
　4月12日（土）、13日（日）、10時～

16時半。宮前市民館大ホール、市
民広場他で。じゃんじゃん（J）集
まって（A）学び合おう（M）をテー
マに、市民館利用サークルが一年
間の活動の成果を発表します。舞
台発表、展示コーナーの他、13日
16時からは「陽はまた昇る吹奏楽
団」による東日本大震災復興コン
サートも開催。会場へ直接。※プ
ログラムは宮前市民館で配布中。
▼市民エンパワーメント研修「舞
台スタッフ体験講座」

　中学・高校生を対象とした、舞
台照明や音響などの舞台制作ス
タッフを体験する講座。3月26日
（水）、27日（木）、13時～20時、全2回。
宮前市民館視聴覚室他で。中学・
高校生20人。100円（保険料）。
3月15日10時から直接か電話で。
［先着順］
▼春の音楽祭「心」
　区文化協会の音楽祭。パフォー
マンスユニット・スタイルスリー、
爆笑マジック・ドリームかずよし、
歌手・さとう宗幸が出演。3月29
日（土）12時半（開場12時）。宮前市
民館ホールで。2,000円（全席自

アルテリッカしんゆり・宮前市民館公演案内
URL  http://www.artericca-shinyuri.com/

　市北部の総合芸術祭「アルテリッ
カしんゆり」が4月26日から5月6日
まで開催されます。宮前市民館では、
2つの公演が行われます。
　その他にもオペラ、クラシック、
ジャズ、演劇、ミュージカルなど充
実の全28演目40公演が行われます。
詳細は問い合わせるかホームページ
をご覧ください。チケット販売中。

電話かホームページでアルテ
リッカしんゆりチケットセンター☎
955-3100（9時半～17時）。［先着順］
市民・こども局市民文化室☎200-

2280、 200-3248

5月 お花見・花摘み

6月 実摘み体験

9月 りんご名入れ

10月 葉摘み体験

11月 収　　　穫

　区の交流都市、長野県佐久
市では、りんごの木のオー
ナーを募集しています。収穫
までの各種体験会も実施しま
す。申し込み方法など詳細は
問い合わせるか区役所で配布
中のチラシをご覧ください。

収穫できるりんごの量と価格
コース 価格（1本）
Aコース
（3箱分） 21,000円

Bコース
（5箱分） 31,000円

品種：ふじ（低木）

回
日程（予備日）

コース（集合地→解散地）、距離

❶
4月23日（水）（4月30日（水））
麻生区の公園と寺社巡り（新百
合ケ丘駅→柿生駅）、約13㌔

❷
5月21日（水）（5月28日（水））
六郷用水①（狛江駅→二子玉
川駅）、約12㌔

❸
6月18日（水）（6月25日（水））
六郷用水②（二子玉川駅→鵜
の木駅）、約11㌔

❹
7月23日（水）（7月26日（土））
川崎区内巡り（川崎駅→川崎
駅）、約13.5㌔

❺
7月30日（水）（8月2日（土））
岡上を訪ねる（鶴川駅→田奈
駅）、約12.5㌔

❻
9月10日（水）（9月17日（水））
登戸～多摩川～布多天神（登戸
駅→調布駅）、約13㌔

真っ赤なりんごを真っ赤なりんごを
育てませんか育てませんか

　クラシックの第一線で活躍する奏者3人が美しい音色を奏でます。
日時　4月27日（日）14時（開場13時半）
場所　宮前市民館ホール　　 定員　668人　　
料金　3,000円（全席指定）　 出演　トリオ・リベルタ
演目　リベルタンゴ、映画「ニュー ･シネマ･パラダイス」より愛のテーマ他

　見て笑い、聴いて笑う。落語の神髄をじっくりと。
日時　4月29日（祝）14時（開場13時半）
場所　宮前市民館ホール　定員　668人　
料金　2,500円（全席自由）
出演・演目　柳家はん治「鯛」、桂小文治「包丁」、初音家左橋「試し酒」

トリオ・リベルタコンサート

落 語 三 人 会

トリオ・リベルタ

柳家はん治 桂小文治 初音家左橋

佐久市役所農政課☎0267-62-3203
区役所地域振興課☎856-3135、 856-3280

日程 時間
（受付時間） 対象 内容・費用他 地域

保健福祉課

39
歳
ま
で
の

健
診
・
保
健
指
導

検査日
4月14日（月）

（9時～
9時半）

健診機会が
なく、27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。検査料実費。
※希望者には骨密
度測定を行います

3月17日か
ら電話で。
[先着順]
☎856-3254結果説明日

4月28日（月）
（8時45分
～9時）

1
歳
児

歯
科
健
診

4月2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

3月18日か
ら電話で。
[先着順]
☎856-3264

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


