
22万3377人

9万4489世帯

 

まちづくりメモ
新入学児童を
交通事故から守ろう

区役所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。駐車場の混雑予想を区ホームページに掲載しています。

　区の課題を解決するために、区民の参加と協
働により実施する事業を「地域課題対応事業」と
いいます。26年度は37事業あります。その中
から、「地域コミュニティーの活性化」を中心に
主な取り組みを紹介します。
区役所企画課☎856-3133、 856-3119

●安全・安心まちづくり･････････1,253万円
●子ども支援･･･････････････････ 958万円
●環境まちづくり･･･････････････ 587万円
●地域資源の活用･･････････････1,274万円
●地域コミュニティーの活性化･･5,575万円
●区役所サービスの向上･････････ 451万円
●区の機能強化への取り組み･････ 500万円

子どもの成長を願って
　子どもが自分たちで考え自由に遊ぶ
「冒険遊び場」。地域の皆さんの手で身
近な公園を活用して行われています。
子どもの健やかな育成とともに、次
世代育成の場づくり、地域コミュニ
ティーの活性化を目指した事業です。

スポーツ推進のため、施設を整備します
　区内では、屋外で気軽にスポーツを楽しめる環境が不足していること
が課題となっています。このため、公有地などをスポーツに適した環境
に整えていく事業が進められています。
　菅生ケ丘の未利用の市有地を活用してスポーツができる施設を整備し
たり、西長沢公園多目的広場（写真）を補修整備したりすることで、安心
して楽しめるスポーツ施設を充実させていきます。

多彩な事業で暮らしを豊かに
　地域の伝統・文化を伝えるイベントの開催、地
域情報発信の充実、子どもの居場所づくり、区
役所サービス向上など、皆さんの暮らしを豊か
にし、住みやすいまちを目指して、各種事業を
進めていきます。26年度地域課題対応事業と予
算の詳細は、区ホームページで紹介しています。

市民館をもっと快適に
　多くのイベントや講座が行われる他、著名な
アーティストによるコンサートも開催される市民
館は、開館から28年が経過し、老朽化が課題と
なっています。26年度のトイレ洋式化をはじめ
に、区の魅力発信拠点として、また地域活動の拠
点として、快適に利用できる施設を目指します。
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子育て情報を満載して
全面リニューアル
　子育てに関する情報をいっぱいに盛り
込んだ情報紙「とことこ」が、新しくなり
ました。
こんなところがバージョンアップ

♥子育てカレンダー、子育て支援情報、
公園や施設のお出掛けスポット、子育て
グループ情報など盛りだくさん。この一
冊で子育てがもっと楽しくなります。
♥付録の「おでかけマップ」と一緒に使う
ことで、快適なお出掛けもサポート。

　「とことこ」と「おでかけマップ」は、区
役所児童家庭課などで配布しています。

区役所こども支援室☎856-3118、
856-3171
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日時　4月21日（月）12時5分～12時45分
場所　区役所2階ロビー
出演　Wings（マリンバデュオ）
曲目　歌劇「アイーダ」より凱

がい

旋
せん

行進曲 他
区役所地域振興課☎856-3125、 856-3280

＊＊みどりの息吹をマリンバの調べが誘いみどりの息吹をマリンバの調べが誘い＊＊
みやまえロビーコンサート第238回

安全
安心 　4月7日（月）は市内小学校の入学式

です。この日の9～10時は区内各小
学校周辺交差点で町内会や交通安全
団体による交通安全運動が行われま
す。春は注意力が低下しがちです。
皆さんで交通ルールを守り、交通安
全に努めましょう。
区役所危機管理担当

☎856-3137、 856-3119

春の小川（24年度フォトコンテスト「文化協会会長賞」受賞作品）春の小川（24年度フォトコンテスト「文化協会会長賞」受賞作品）

地域資源活用を目指すイベント
「みやまえ太鼓ミーティング」
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地域活動の拠点、市民館地域活動の拠点、市民館

冒険遊び場（24年度フォトコンテスト「優秀賞」受賞作品）冒険遊び場（24年度フォトコンテスト「優秀賞」受賞作品）

セットで持って出掛けよう

　区民の手により地域の魅力を発見・発信する「フォトコンテスト」も、地域コ
ミュニティーの活性化推進事業の一つとして実施しています。

地域課題対応事業の他に実施する事業を紹介します

公園は施設情報も詳細に掲載



日程 時間
（受付時間） 対象 内容・費用他 地域

保健福祉課

禁
煙
相
談

5月2日（金）（13時半～15時）
禁煙意欲の
ある人

呼気一酸化炭素検
査、ニコチン依存
度チェック

4月15日か
ら電話で。
[先着順]
☎856-3263

1
歳
児

歯
科
健
診

5月7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

4月15日か
ら電話で。
[先着順]
☎856-3264

39
歳
ま
で
の

健
診
・
保
健
指
導

検査日
5月12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

4月16日か
ら電話で。
[先着順]
☎856-3254結果説明日

5月26日（月）
（8時45分
～9時）

お
う
ち
で
気
軽
に

エ
ク
サ
サ
イ
ズ
講
座

5月21日（水）
10時～
11時半
（9時45分
～10時）

20～40代の
20人

「ラクやせ」講義と
実習。※子どもと
一緒に参加できま
す（保育あり。5人。
先着順）

4月22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

ルの特徴と活用法を学びます。5
月8日、22日、6月5日、19日の
木曜、10時～12時、全4回。市民
プラザ会議室で。18歳以上の20
人。6,200円。 4月15日から直接
か電話で。［先着順］
▼はじめての日本舞踊（藤間流）
　日本の伝統芸能「日本舞踊」を基
本の動作から学びます。5月9日、
16日、23日、30日の金曜、10時～
12時、全4回。市民プラザ和室で。
18歳以上の15人。5,200円。 4月
15日から直接か電話で。［先着順］

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

▼「健康づくり広場」参加者募集
　無理なく楽しく気軽にできる健
康づくり体操を始めてみません
か。5月12日～27年3月9日の第2・
4月曜、10時～11時。全21回。菅
生分館集会室で。全回参加できる
15歳以上の50人。1,000円（保険料
など）。 4月16日10時から直接
か電話で。［先着順］
▼「すがお学びのサロン」市民講
師募集

　知識・技術・経験などを教えた
い、伝えたいという意欲のある市
民講師を募集します。講座の詳細
はご相談ください。 5月11日（必
着）までに菅生分館で配布中の応
募用紙を直接、郵送、FAXで。［選
考］

宮前生活環境事業所
〒216-0033 宮前区宮崎172

☎866-9131、 857-7045

▼ごみ相談窓口コーナー開設
　資源物とごみの分け方・出し方、
ごみ集積所や不法投棄などの相談
に応じます。古着・新聞・雑誌・ダ
ンボール・牛乳パック・蛍光管の回
収も行います。毎月第4土曜の9
時～11時。区役所2階ロビーで。
会場へ直接。

区役所企画課
☎856-3133、 856-3119

▼区公共サイン検討会議委員募集
　区内の案内板や誘導サインなど
の現状の把握と課題整理を行うた
めの検討会議。年3回を予定。区
内在住か在勤で平日昼間の会議に
参加でき、現地調査などを行える
若干名。 4月30日（必着）まで
に区役所などで配布中の申込書を
直接かFAXで。［選考］
区役所こども支援室

☎856-3290、 856-3171

▼親と子の子育て応援セミナー
　在宅で子育てをする人が対象の
育児力向上、仲間作りなどをテー
マにしたセミナー。情報交換をし
ながら楽しい子育てを目指しま
す。5月12日、26日、6月9日、16日、
30日、9月8日の月曜、10時半～11
時半、全6回。地域子育て支援セ
ンターさぎぬまで。全回参加でき
る区内在住の子ども（25年1～12
月生まれ）と保護者35組。 4月15
日から直接か電話で区役所こども
支援室。［先着順］
▼みやまえうえるかむクラス
　区に転入してきて間もない保護
者が対象。地域での子育てを楽し
むための交流会。❶6月10日（火）…
向丘出張所で❷17日（火）…宮前市
民館会議室で❸24日（火）…アリー
ノで。いずれも10時～11時半。お
おむね3歳以上の子どもと保護者、
各日70組。 4月22日10時から直
接か電話で宮前市民館☎888-3911。
［先着順］

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

▼家庭地域教育学級
　保護者と子どもの関係について
考えながら地域に仲間を作る講
座。5月29日～7月3日の木曜、10
時～12時。全6回。宮前市民館会
議室他で。就学前の子どもの保護
者20人。保育あり（1歳半～就学前
の先着15人。900円）。 4月24日
10時から直接か電話で。［先着順］
▼委員を募集します
◎「みやまえ文化魂」運営委員…12
月21日（日）に開催する、中学・高校

生による文化祭の運営。区内在
住か在学の中学・高校生10人程度。
月1回程度の会議があり、開催直
前は回数が多くなります。
◎「夏休み子どもあそびランド」企
画運営委員…8月24日（日）に開催す
るイベントの企画や運営。開催当
日を含め8回程度の会議がありま
す。
◎「みやまえの農」企画運営委員…
「みやまえC級グルメコンテスト」
や料理教室などの実施・運営。月
2回程度の会議があります。
　いずれも5月14日までに直接か
電話で。［選考］
▼障害者社会参加学習活動「みや
まえウインズ」サポーター募集

　軽度の知的障害者と楽しく交流
しながら活動します。毎月第2日
曜（4月と8月を除く）。全10回。第
1回は5月11日（日）10時～15時。宮
前市民館第4会議室で。 5月9日
までに直接か電話で。［選考］

区役所地域保健福祉課
☎856-3265、 856-3237

▼専門医による高血圧教室
　5月10日（土）14時～16時。区役所
4階大会議室で。区内在住か在勤
の70人。講師：柴垣有吾（聖マリア
ンナ医科大学医師）。 4月15日か
ら電話かFAXで区医師会事務局☎
870-0799（☎は木曜を除く平日

10時～15時）。［先着順］
区役所地域振興課

☎856-3125、 856-3280

▼歴史ガイドでまち歩き
　区役所などで配布中の「宮前歴
史ガイド」（写真）を活用して、区内
の長尾地区（約3時間のコース）を
歩きます。5月8日（木）9時半、「上作
南原」バス停に集
合。25人。飲み物、
雨具を持参。雨天
の場合は5月15日
（木）に延期。 4月
15日から直接か電
話で。［先着順］
▼坂道もらくらくウオーキング
教室

　足腰への負担を軽減するポール
ウオーキング（写真）で、坂道を歩
く基礎を身に付けます。4月18日
～7月25日の金曜、13時～14時10
分。フロンタウンさぎぬまで（土
橋3-1-1）。各日20人。600円。

随時、直接か電話でフロンタウン
さぎぬま☎854-0210、 862-5030。
※空きがあれば当日参加できます。

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

▼トレーニング室の利用時間変更
　下表の通り4月からトレーニン
グ室の利用時間枠を変更します。
利用料金に変更はありません。
利用枠 時間
午 前 9時～12時
午後1 12時10分～15時10分
午後2 15時20分～18時20分
夜 間 18時半～21時半

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

▼フリーマーケット出店者募集
　5月25日（日）10時～15時。市民プ
ラザ屋内広場で。50店程度。出店
料1,500円。食品の販売、業者の
出店は不可。高校生以下は保護者
同伴。 4月20日（必着）までに
当日の参加人数、車の有無（1団
体1台まで）、販売品目も記入し
往復ハガキで。［抽選］
▼アロマテラピー活用講座
　実習を交えながら、アロマオイ

　市民活動の活性化と自立を目的に、区のまちづくりに関連した
市民活動団体に年間活動資金の一部を支援します。支援額などは
団体の規模や活動実績により異なります（右表参照）。詳細はお問
い合わせください。

4月21日～5月23日（土・日曜、祝日を除く）に、申請書に必要
事項を記入し直接、区役所地域振興課☎856-3125、 856-3280。［選
考］。※申請書は4月21日から区役所・出張所などで配布します

主な条件 上限額と
支援回数

A 活動期間が1年未満 5万円、2回まで

B 活動実績が1年以上
で5人以上の団体 15万円、3回まで

C
Bの支援を通算3回
受けたが、自立まで
に期間が必要

15万円、2回まで

地域の皆さんの手で、このまちを生き生きと［市民活動団体の資金支援］


