
22万4305人

9万5466世帯

 熱中症に気をつけましょう。こまめに水分・塩分を補給し、涼しい服装で日傘や帽子を着用しましょう。

日時　7月23日（水）13時開演（開場12時半）
場所　向丘出張所2階大会議室
出演　クラリネットアンサンブル　こころ
　　　小坂真紀、木幡亮仁、佐藤友美、末永貴与
曲目　チャルダッシュ、ホールニューワールド 他
区役所地域振興課☎856-3125、 856-3280

＊こころ通わすクラリネットの調べとともに＊
みやまえロビーコンサート第247回

クラリネットアンサンブル
　こころ

◆初めての子育てを応援
　初めての子育てに不安はつきも
のです。公立保育園では出産予定
の人を対象に子育て支援事業を
行っています。詳細はお問い合わ
せください。
プレママ・プレパパ見学会…保育
園で子どもと触れ合い、赤ちゃん
との生活を楽しくイメージしま
しょう
日程・場所　❶9月4日、18日、10
月9日の木曜、土橋保育園❷7月
18日（金）、9月18日（木）、中有馬保
育園❸7月24日、10月2日の木曜、
菅生保育園※日程については、他
の希望日への対応も可（要相談）
プレママ・プレパパ講座…保育園
に通っている子どもの保護者など

　子どもから大人まで楽しめる
「フロンタウンさぎぬま夏まつり」
を開催します。
日時　8月5日（火）16時半～20時半
場所　フロンタウンさぎぬま
内容　キッズフットサルイベン
ト、飲食販売（かき氷、焼きそば
など）、アトラクション（キック
ターゲット、ヨーヨーすくい、射的）などの縁日や盆踊り
※荒天中止。事前申し込みや参加費が必要なプログラムもあります。
詳細は問い合わせるかホームページをご覧ください。

フロンタウンさぎぬま☎854-0210、 862-5030、 http://www.
frontown.com

　いずれも対象は小・中学生と保護者。クレイアート以外は大人のみ
か子どものみの参加も可。宮前市民館で。作品見本を8月7日（木）ま
で区役所2階ロビーのショーケース内に展示しています。

日時 講座名 定員・費用・持ち物
7月28日（月）

13時～17時
華道
「生花のアレンジ」

15人。1,000円。作品を持ち帰る袋、
花ばさみ

7月28日（月）、
8月7日（木）

13時～17時
クレイアート
「果物のリース」

10人。1,000円。作品を持ち帰る袋、
発泡スチロールトレイ2～3枚、ラ
ジオペンチ、イチゴのパック2個。
※2回で一作品を作成

7月31日（木）
13時～15時

着付け
「浴衣講習会」

20人。無料。大人：浴衣、半巾帯、
ひも2～3本、タオル1～2枚。子
ども：へこ帯、ひも付きの浴衣

8月1日（金）
13時半～15時半

「楽しく唄って健康
体操、昔の遊び」 30人。無料。飲み物、タオル1枚

8月7日（木）
13時～16時

華道
「夏を涼しく」

15人。1,000円。作品を持ち帰る袋、
花ばさみ（貸し出しあり）

7月17日（必着）までに往復ハガキに希望講座名、住所、全員の
氏名（ふりがな）、年齢、電話番号を記入し〒216-0006宮前平2-20-4宮前
市民館内宮前区文化協会☎888-3911（金曜10時～15時のみ）、 856-
1436。［抽選］※華道、クレイアートについては、子どもと保護者で別々
に制作か、子どものみの制作かも記入。

　家族そろってお楽しみください。会場へ直接。入場無料。
［上映作品］★ブンナよ木からおりてこい★まんが日本昔ばなし他

上映日時 会場
7月12日（土）

18時半

有馬・野川生涯学習支援施設アリーノ
16日（水） 南野川小学校体育館　※上履き、外履き袋持参
17日（木） 三ツ又広場（馬絹1377）　※雨天時：三ツ又会館
18日（金） 宮崎台小体育館　※外履き袋持参
19日（土） 19時 小台公園（小台2-24）　※雨天時：小台八幡会館
20日（日）

18時半
鷺沼小学校体育館　※外履き袋持参

22日（火） 野川小学校体育館　※上履き、外履き袋持参
23日（水） 宮前平小学校体育館　※外履き袋持参

26日（土） 19時 西野川小学校グラウンド
（雨天時：西野川小学校体育館）

27日（日） 18時半
県営有馬団地集会所（東有馬5-15）

31日（木） 土橋2丁目公園（土橋2-13）　※雨天時：土橋会館

区役所地域振興課☎856-3135、 856-3280

と交流し、出産や育児体験の話を
聞いたり、赤ちゃんと触れ合った
りできます
日程・場所　❶11月8日、27年1月
17日の土曜、土橋保育園❷11月8
日（土）、菅生保育園

開催日の1カ月前から直接か
電話で
◆菅生保育園連続講座 保育士・看
護師・栄養士から学ぶ子育て術！
　連続講座なので、保護者同士の
絆が深まります。
日程　9月3日、10日、17日の水曜、
全3回
対象　4～8カ月の第1子と保護
者7組

8月1日から直接か電話で（12
時半～16時半）。［先着順］

保育園保育園でで子育て子育てをを学ぼう学ぼう

毎年恒例

フロンタウンでお待ちしています

フロンタウンで夏まつりフロンタウンで夏まつり 宮前区文化協会「夏休み親子講座」宮前区文化協会「夏休み親子講座」

ささああ

日本地名研究所・市教育委員会地名資料室監修  

　　　　　　　　私たちが日頃何気なく使っている地名。
それは、土地の歴史や風土を伝える過去からの手紙です。今月
から区内の地名の由来、エピソードなどを紹介します。さあ、

　明治22年の町村制の施行により馬絹、土橋、有馬（当時
は有間）、野川、梶ケ谷の5村と溝口村の飛び地が合併して、
宮
みや

前
さき

村が誕生しました。村名は役場が馬絹神社付近の「宮
前」という場所に置かれたことに由来しています。

楽しい地名散歩に出掛けましょう。

宮
前
平
駅

　昭和41年に東急田園都市線が長
津田まで開通した際、尻手黒川道路
沿いの新駅北側の台地の字

あざ

名が「大
おお

平
だいら

」だったことから「宮
みや

前
まえ

平
だいら

駅」とな
りました。その後、昭和47年の区
画整理により宮前平1～3丁目が誕生しました。
区役所企画課☎856-3133、 856-3119

「「宮前平宮前平（みやまえだいら）（みやまえだいら）」」

　宮前区PRキャラクターのメローとコスミンがやって来ます。踊りやゲー
ム大会などを一緒に楽しみましょう。
日時　7月26日（土）、27日（日）、10時～15時　場所　宮前市民館2階ギャラリー

と遊ぼう！

区役所こども支援室☎856-3290、 856-3171

宮前平駅前の八
幡神社入り口に
ある庚申塔。正
徳4年（1714年）
と刻まれている

待ちに待った夏休みがやって来ます。子どもから大人まで楽しめるイベントも盛りだくさん。みんなで一緒に楽しみませんか。待ちに待った夏休みがやって来ます。子どもから大人まで楽しめるイベントも盛りだくさん。みんなで一緒に楽しみませんか。

宮前市民館
☎888-3911、 856-1436
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保健福祉センターの健診・検診案内 地域保健福祉課 856-3237
※電話予約は9時から受け付けます

日程 受付時間 対象 内容・費用他

39
歳
ま
で
の

健
診
・
保
健
指
導

検査日
8月11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

7月16日から
電話で。
☎856-3254
［先着順］結果説明日

8月25日（月）
8時45分
～9時

1
歳
児

歯
科
健
診

8月6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
7月15日から
電話で。
☎856-3264
［先着順］

の管理栄養士による講演と試食
会。8月1日（金）10時～12時。市内
在住で60歳以上の40人。 7月15
日から直接か電話で。［先着順］
▼初めてのオカリナ教室
　オリジナルのオカリナを作成
し、優しい音色を楽しみませんか。
8月27日、9月10日、24日の水曜、
9時半～11時半、全3回。1,300円。
市内在住で全回出席できる60歳
以上の15人。 7月25日までに申
込者本人が82円切手を持って直
接。［抽選］
▼写真入門講座
　楽しく写真を撮る方法を学びま
す。8月12日～10月7日の火曜（9
月23日を除く）、10時～12時、全
8回。市内在住で60歳以上の15人。
カメラ持参。1,000円。 7月22
日までに82円切手を持って直接。
［抽選］
▼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。9月2日～10月28
日の火曜（9月23日を除く）、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）。 7月25日までに
82円切手を持って直接。［抽選］

区役所地域保健福祉課
☎856-3287、 856-3237

▼運動普及推進員公開イベント
　誰でも楽しくできて効果的な運
動を体験してみませんか。健康づ
くりボランティア「運動普及推進
員」と一緒に、曲に合わせてスト
レッチや体操を行います。8月5
日（火）13時半～15時半。宮前スポー
ツセンターで。50人。 7月15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

▼宮前区ビブリオバトル入門・体
験講座

　面白いと思った本を発表し、参
加者で投票を行うビブリオバト
ル。初心者向けに、説明と体験講
座を行います。8月2日（土）14時～
16時半。宮前市民館で。50人。
7月16日10時から直接か電話で。
［先着順］
▼市民自主学級「ご近所国際交流」
　地域の外国人市民との交流につ
いて学びます。調理実習なども行
います。9月1日～10月6日の月曜
（9月15日を除く）と10月14日（火）、
10時～12時、全6回。宮前市民館
で。20人。材料費実費。保育あり
（先着順、要予約）。詳細は問い合
わせるか、市民館などで配布する
チラシをご覧ください。 7月15
日から直接か電話で。［先着順］
▼夏休み子どもあそびランド2014
達人養成講座「シュロバッタ」

　8月24日（日）に開催する「夏休み
子どもあそびランド2014」でシュ
ロの葉を使ったバッタ作りを子ど

もたちに教える「達人」になりませ
んか。7月24日～8月7日の木曜、
13時半～15時半、全3回。宮前市
民館で。受講後、地域で技を伝授
してくれる中学生以上、20人。
7月15日から直接か電話で。［先着
順］。※あそびランドの出演者・サ
ポーターも募集中。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

▼すがお学びのサロン・簡単デジ
カメ活用初級講座

　プロのカメラマンによる初心者
向けの講座。8月9日～23日の土
曜、10時～12時、全3回。菅生分
館で。15人。 7月17日10時から
電話で。［先着順］

宮前図書館
〒216-0006 宮前区宮前平2-20-4
☎888-3918、 856-5740

▼大人が楽しむお話会
　夏のひととき、ゆったりと語り
の世界に浸ってみませんか。演目
「小さなこげた顔」「嫁の草取り」
他。7月30日（水）10時半～12時。宮
前市民館4階和室で。会場へ直接。

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

▼インボディ測定のお知らせ
　「インボディ」と
いう機械で体成分
を測定します。は
だしで機械の上に
乗り、バーを握る
だけ。1分で結果
が得られ、記録用
紙に筋肉・体脂肪・
体水分・基礎代謝量などが表示さ
れます。宮前スポーツセンター

で。1回200円。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。
随時、直接か電話で。

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

▼普通救命講習会
　心肺蘇生法や自動体外式除細動
器（AED）の取り扱い方法を学びま
す。8月24日（日）9時～12時。宮前
消防署で。30人。 8月5日から
直接か電話で。［先着順］

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

▼アフレコ体験ワークショップ
　アニメのアフレコをプロの声優
直伝で楽しく体験。8月16日（土）❶
10時～12時。小学4～6年生、20人。
2,000円❷13時半～18時半（休憩1
時間）。中学・高校生、20人。4,000
円。市民プラザで。 7月15日9
時から直接か電話で。［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

　いずれも老人福祉センターで。
▼いきいきフェア「健康のつどい」
　健康維持を支える食事について

　宮前区まちづくり協議会では、区内の公有地
にある花壇に花を植えて自主管理している団体
に、花苗を提供しています。一緒に花いっぱい
の宮前区にしませんか。支援決定団体は9月29
日（月）に開催する「花とみどりの支援説明会」に参
加してください。
募集数　20団体程度
提供時期　10月27日～11月28日
8月29日（必着）までに申込書、花壇への案

内図、花壇の図面、現在の様子が分かる写真を
直接か郵送で〒216-8570宮前区役所地域振興課（区
まちづくり協議会事務局）☎856-3125、 856-
3280。［選考］。申込書は8月1日から区役所など
で配布。提出書類は返却しません。
※また、花壇のない一部の公園で花壇作りを行
うボランティアを募集しています。花壇作りか
ら花苗の提供までお手伝いしますので、ご相談
ください

◆宮前親子学級「いっしょに育とうママも　
　キッズも！」
　子育てのポイントなどを学べる連続講座を
開催します。
日程　9月4日～12月11日の木曜、10時～12
時、全15回
場所　宮前市民館第4会議室
対象　全回出席できる区内在住の人で、23年
4月2日～25年4月1日生まれの第1子がいる
保護者と子ども17組（保育あり）と関心のあ
る5人（保育なし）
費用　大人1人200円（資料代など）。保育は
子ども1人800円
7月31日（必着）までに保護者の氏名・住

所、電話番号、子どもの氏名・生年月日・性
別を記入しハガキかファクスで〒216-0006宮前
平2-20-4宮前市民館宮前親子学級係☎888-
3911、 856-1436。［抽選］
◆第2回すがお手つなぎまつり
　地域の皆さんの交流を通して、楽しく子育

てできる環境をつくるために開催するお祭り
です。参加団体を募集します。
日時　11月15日（土）10時～15時（片付け含む）
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
募集数　10団体程度

9月13日（必着）までに菅生分館などで配
布中の申込用紙を直接、菅生こども文化セン
ター☎ 976-0444。［選考］。※9月20日（土）10
時から菅生分館で説明会を行います。
◆みやまえ子育てフェスタ2014
　乳幼児のいる保護者への情報発信と交流の
場です。区内の子育てサークル・協力団体を
募集します。
昨年の企画…子育てグループと遊ぼう、親子
クッキング、赤ちゃんサロン、リトミック、
絵本の部屋など
日時　10月25日（土）10時～15時
場所　宮前市民館
定員　30団体程度

7月31日までに市民館などで配布する申
込用紙を直接、宮前市民館☎888-3911、
856-1436。［抽選］

子育てを応援子育てを応援緑化活動への緑化活動への
花苗支援花苗支援

インボディ測定
の様子


