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カッパーク鷺沼
のイメージ
キャラクター
「カッちゃん」

まちづくりメモ 「自転車も のれば車の なかまいり」

区民課 保険
年金課

11階出入口にも行政情報や統計データなどを階出入口にも行政情報や統計データなどを
表示するモニターを設置表示するモニターを設置

飯田裕之 飯田麻衣子

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。

　区役所に訪れる区民の皆さんが、もっと快適に過ごせるように。宮前区役所では、4月か
ら庁舎内にさまざまな工夫を施し、快適空間として、また情報発信拠点として、区役所を整
備していきます。
区役所企画課☎856-3133、 856-3119

日時　5月27日（火）12時5分～12時45分
場所　区役所2階ロビー
出演　飯田裕之（バリトン）、飯田麻衣子（ピ
アノ）
曲目　「帰れソレントへ」「ます」「セビリアの
理髪師」より“私は町の何でも屋”  他
区役所地域振興課☎856-3125、 856-3280

＊その歌声は深き温もりに心を満たし＊
みやまえロビーコンサート第245回

安全
安心

　5月は自転車マナーアップ強化月間
です。自転車事故は自分が被害者にな
るだけでなく、加害者になる場合もあ
ります。自転車に乗るときは安全運転
を心掛けましょう。

区役所と市民館のロビーに
総合案内板を設置しました
　区役所と市民館のロビーに区周辺地図、庁舎案内、バスのりば案内
と行政情報を一つにまとめた総合案内板を設置しました。
　見やすさに配慮したデザイン、二つの液晶モニターによる動画や静
止画情報などで、区民の皆さんに、より分かりやすく的確な情報発信
を進めていきます。
　また、この総合案内板は広告を掲載することで、無償で設置されて
いる他、設置場所を事業者に賃貸することにより市の財源確保にも貢
献しています。

　　　　  自宅で混雑状況の確認が
　　　　  できるようになります
　区民課と保険年金課の受付番号案内システムを6月にリニューアル
します。窓口ごとに発券機を設置することで、スムーズに手続きがで
き、呼び出し番号も見やすくなります。
　また、パソコンや携帯端末から現在の窓口混雑状況が確認できる機
能を追加。自宅で空いている時間帯をチェックできます。

　4月から宮前区長に就任した野本紀子です。
　毎朝、色とりどりの花が咲く区役所への坂道を歩くと、小
学校から元気な子どもたちの声が響いてきて、区のキャッチ
フレーズ「人が好き　緑が好き　まちが好き」を実感します。
環境、文化、防犯、見守りなどさまざまな分野で地域の人々
が地道な活動を続けて、このまちの幸せを支えています。
　大昔から人が暮らし、今も都会的な街並みの中に遺跡や古
刹
さつ

が点在する宮前区。これからも22万人の区民の皆さんと力
を合わせて、笑顔のあふれるまちをつくり、未来へつないで
いきたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。

　地域課題の解決に向けて議論する区民会議。宮前区では第5期がスタートします。
　地域に密着して活動するさまざまな団体から推薦された委員をはじめ、総勢20人
で、このまちをもっと暮らしやすくしていきます。
区役所企画課☎856-3133、 856-3119

区役所に訪れる区民の皆さんが も と快適に過ごせるように 宮前区役所では 4月か
みやまえ区役所快適化宣言!!

氏名 団体名など
川田　和子 宮前区自主防災組織連絡協議会
青木　寅治 社会福祉法人川崎市宮前区社会福祉協議会
大木　次郎 宮前区スポーツ推進委員会
葛西　育子 宮前区こども・子育てネットワーク会議
中里　文雄 宮前区民生委員・児童委員協議会
大槻　幹雄 宮前区地域教育会議
本郷　一雄 グリーンフォーラム21みやまえ世話人会
宮﨑　孝 宮前区商店街連合会
笹川　進 宮前区文化協会
山田　桂 宮前区全町内・自治会連合会（宮前地区）
黒澤　克實 宮前区全町内・自治会連合会（向丘地区）
田辺　洋一郎 宮前区まちづくり協議会
細谷　章子 宮前区まちづくり協議会
滝本　久美 みやまえ情報ラボ
川畑　武敏 公募青柳　和美
太田　公子

区長推薦佐々木　良司
鈴木　晴夫
小田　育子

このメンバーで課題に取り組みます

はじめまして、宮前区長です

野本紀子　宮前区長

区ホームページからアクセスできます（6月2日開始予定）
ポスターやパンフレットなどはポスターやパンフレットなどは
22階資料コーナーに集約しました階資料コーナーに集約しました

見やすい表示で必要な情報を的確に伝えます見やすい表示で必要な情報を的確に伝えます

第5期宮前区
区民会議

❶自転車は車道が原則、歩道は例外
❷車道は左側を通行
❸歩道は歩行者優先、車道側を徐行
❹安全ルールを守る（イラスト）
❺子どもはヘルメットを着用
区役所危機管理担当☎856-3137、
856-3119

自転車安全利用五則

夜間はライトを点灯 二人乗り禁止 交差点で安全確認

区のPRキャラクター「宮前兄妹」区のPRキャラクター「宮前兄妹」
メロー（右）とコスミン（左）メロー（右）とコスミン（左）



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
6月9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。1,650円。
※希望者には骨密
度測定を行います

5月16日か
ら電話で。
[先着順]
☎856-3254結果説明日

6月23日（月）
（8時45分
～9時）

お
う
ち
で
気
軽
に

エ
ク
サ
サ
イ
ズ
講
座

6月25日（水）
10時～
11時半
（9時45分
～10時）

20～40代の
20人

「代謝アップ」講義
と実習。※先着5
人まで。子ども連
れでも参加できま
す

5月22日か
ら電話で。
［先着順］
☎856-3266

1
歳
児

歯
科
健
診

6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

5月20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

直接か電話で。［先着順］
▼おもちゃドクターチャレンジ塾
　おもちゃの修理方法を身に付
け、おもちゃドクターとしてボラ
ンティアをしてみませんか。6月
15日、29日、7月13日の日曜、10
時～15時、全3回。20人。2,000円
（資料代など）。 5月21日10時か
ら直接か電話で。［先着順］

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

▼夏のスポーツ教室、開講。
　宮前スポーツセンターが7月か
ら開始する32教室の受講者を6月
2日まで受け付けています。各教
室の詳細はお問い合わせくださ
い。

教室名 曜日 時間

バレーボール 火 9時～
10時45分

パワーヨガ 火 13時15分～
14時半

ジャズダンス 火 16時20分～
17時20分

初級バドミントン 水 9時～10時半
ナニアロハ 水 12時～13時

総合42式太極拳 水 14時45分～
16時

小学生体操 水 16時15分～
17時15分

幼児フットサル 木 15時～16時

座って楽々体操 金 13時半～
14時半

ウオーキング 金 13時半～
14時45分

区役所地域振興課
☎856-3125、 856-3280

▼農家巡りウオーキング
　「宮前区農産物直売所マップ」を
活用して、菅生地区周辺の農家な
どを巡ります。約4時間のコース。
6月14日（土）10時半～14時半（昼休
憩含む）。JAセレサ川崎菅生支店
集合。20組。昼食、飲み物、雨具
を持参。荒天中止。 5月26日か
ら直接か電話で。［先着順］

区役所こども支援室
☎856-3290、 856-3171

▼プレママ・プレパパ見学会
　保育園で実際に子どもたちと触
れ合いながら、赤ちゃんとの生活
を楽しくイメージしませんか。6
月19日（木）14時半～15時半、菅生
保育園で。 随時、直接か電話で
（12時半～16時半）。※日程は変更
も可能です（要相談）
▼プレママ・プレパパ講座
　子育ての楽しさを先輩保護者か
ら聞く会。6月28日（土）9時45分～
11時、中有馬保育園で。妊婦と
パートナー5組。 5月20日から
6月20日までに直接か電話で（12

時半～16時半）。［先着順］　
▼保育園で健康講座
　子どもの健康について、保育園
の看護師から学ぶ講座。6月10日
（火）13時半～14時半、菅生保育園
で。就学前の子どもと保護者7組。
5月15日から直接か電話で（12時
半～16時半）。［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

▼健康講座「呼吸器疾患について」
　6月23日（月）13時半～14時半。宮
前老人福祉センター4階ホール
で。市内在住で60歳以上の40人。
講師：小野田昌一（小野田医院院
長）。 5月15日9時から直接か電
話で。［先着順］

アリーノ
（有馬・野川生涯学習支援施設）

〒216-0002 宮前区東有馬4-6-1
☎853-3737、 853-3746

▼アリーノコンサート
　スタンダードジャズを楽しみ
ませんか。5月25日（日）15時（開場
14時半）。アリーノ2階集会室で。
120人。1,000円（ワンドリンク付
き）。出演：山之内美幸カルテット。
直接か電話でチケット販売中。

宮前消防署
〒216-0006 宮前区宮前平2-20-4
☎852-0119、 862-2795

▼宮前消防団操法大会
　消防団の日ごろの訓練の成果を
披露し、消火活動の正確さを競い
合います。5月25日（日）10時～12時、
市消防総合訓練場で。会場に直接。

健康福祉局庶務課
☎200-2421、 200-3925

▼ふくしまつり
　福祉クラブ生活協同組合による
模擬店や福祉活動の紹介など。6
月1日（日）10時半～14時、区役所前
市民広場で。雨天中止。会場へ直
接。 福祉クラブ生活協同組合☎
045-547-1400、 045-547-1414。

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

▼フリーマーケット開催
　5月25日（日）10時～15時、川崎市
民プラザ屋内広場で。会場へ直接。
地元野菜の直売も行います。

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

▼ママがイキイキ応援講座
　子育て期の生活を豊かに過ごす
ための講座。6月4日～7月16日の
水曜、10時～12時、全7回。1歳3
カ月～就学前の子どもの保護者20
人。保育あり（要予約、15人、1,000
円、先着順）。 5月16日10時から

　食や運動を通じて、地域の健康づくりの
輪を広げる活動をしませんか。知識が身に
付くだけでなく、自身の健康にもつながり、
現在も多くの皆さんがボランティアとして
活動しています。
　食生活改善推進員は、料理教室などの活
動を通じて食育を推進しています。運動普
及推進員は、宮前区ストレッチ体操「風の
中で」を公園体操に取り入れるなど、運動
の楽しさを伝えています。二つのコースを
同時に受けることもできます。

健康なまちをつくるボランティアを募集します

日程　上表参照。いずれも13時半～16時。7月17日のみ9時半～13時
場所　区役所1階集団教育ホール（7月17日は市民館料理室、8月5日は宮前スポーツセンター）
対象　区内在住で運動制限がない各20人（各コース3日以上参加してください）
6月2日から直接か電話で区役所地域保健福祉課☎856-3263、 856-3237。［先着］

回 食生活改善推進員コース 運動普及推進員コース
❶ 7月3日（木）　健康づくり総論・健康づくりと食事
❷ 7月10日（木）　健康づくりと運動 運動実習
❸ 7月17日（木）　健康と栄養・食生活 調理実習 8月5日（火）　活動を知る 運動実習
❹ 7月31日（木）　健康づくりと地区組織活動 8月28日（木）　運動の実践と地区組織活動
❺ 9月11日（木）　フォロー教室（健康づくりと地区活動に向けて）

募
集
要
領

　区内8カ所の公立保育園で
は、子どもたちが安全に遊ぶこ
とができる園庭を地域に開放し
ています。申し込みは不要なの
で、気軽にお越しください。
　また、保育園で配布する「マイ
あそびばノート」には園のイベ
ント情報が掲載されている他、
身体測定結果の記入もできます
（身体測定は保育園で実施）。
園庭開放については各保育園

（右表参照）。マイあそびばノー
トについては区役所こども支援
室☎856-3290、 856-3171。

保育園
遊びに来てね
保保育育育育保保保保保育育育育育園園園園園園
遊遊遊遊遊遊遊遊遊びびびびびびびびびびびびびびびびびびびびにににににににびびびびびびびびびににににににに来来来来来来来来来来来来来来来来来てててててててててねねねねねねててててててねねねてててててててててねねねねねねねねね

月曜～土曜月曜～土曜
（祝日、年末年始を除く）

99時半～16時時半～16時

保育園名 電話・ファクス
向丘保育園 ☎ 977-3343
有馬保育園 ☎ 888-3751
菅生保育園 ☎ 977-9320
南菅生保育園 ☎ 977-4164
平保育園 ☎ 865-1031
中有馬保育園 ☎ 854-0425
馬絹保育園 ☎ 855-9322
土橋保育園 ☎ 855-2877

園庭園庭
開放中開放中

お知らせ掲示板にも保育園のイベントを掲載（      が目印です）


