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しあわせを呼ぶしあわせを呼ぶ
コンサートコンサート

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のホームページに掲載しています。

日時　8月25日（月）12時5分～12時45分
場所　区役所2階ロビー
出演　パナシア、石川 智 
曲目　オーバー・ザ・レインボー、イブキ他
区役所地域振興課☎856-3125、 856-3280

＊スティールパンの音色が心を涼やかにして＊
みやまえロビーコンサート第248回

パナシア
（スティールパン）

石川 智（ドラムス・
パーカッション）

日本地名研究所・市教育委員会地名資料室監修  

　明治22年に平、長尾、菅生、上作延の4村と
下作延村の飛び地を合併して向

むか

丘
おか

村が誕生し
ました。村名は平安時代の六歌仙の1人、小野小町の「武蔵野
のむかひの岡の草なれば根を尋ねてもあはれとぞ思ふ」の歌に
ちなんで、旧長尾村の鈴木久弥村長が命名したそうです。古
くから「たまの横山」「向かいの丘」と呼ばれていた多摩丘陵の
美しい風景から生まれた地名です。
　やがて昭和に入り、戦争が近づくと一帯は軍用地として接収
され、昭和26年に返還される時に、旧向丘村内の土地には「向

むかい

ケ
が

丘
おか

」という大字が付けられました。その後の区画整理などで、
宮前区には町名としての「向ケ丘」は無くなりましたが、今でも
地区や施設の名称に「向

むかいがおか

丘」や「向
むかい

ケ
が

丘
おか

」が広く使われています。
区役所企画課☎856-3133、 856-3119

第第22話話 「 「向丘向丘（むかいがおか）（むかいがおか）」」

東名高速道路
上の「東名向
ケ丘」バス停。
すぐそばには
東京料金所。
ともに宮前区
南平台にある

まちづくりメモ 大震災時の避難行動について
8月30日～9月5日は防災週間です

安全
安心

　大震災時の避難行動としては、まず近所の公園や空き地に一時的に避
難し、安全が確認できたら自宅に戻ります。ただし、自宅が倒壊または
焼失して生活できない場合や火災の延焼の危険があるときは避難所を利
用してください。住んでいる地域の避難所は「川崎市防災マップ」で確認
しましょう。防災マップは区役所などで配布している他、市ホームペー
ジからも閲覧できます。
区役所危機管理担当☎856-3114、 856-3119

　夏の恒例となった「響け！みやまえ太鼓ミーティング」は、ことしで16回
目となります。
　第1部は、宮前市民館大ホールに区内の演奏団体が一堂に会し、さまざまな和太鼓の響きを
楽しめます。第2部は市民広場で、かがり火と宮前平中学校が作ったちょうちんで飾られた幻
想的な雰囲気の中、太鼓の力強い演奏が響きます。
　また、宮崎中学校が作った宮前ねぷたのお披露目に合わせ、こどものい
えもも保育園の園児たちのかわいい荒馬踊り、地域の伝統芸能「初山獅子
舞」も楽しめます。
日　時　8月23日（土）14時～20時
場　所　第1部　14時～17時半　宮前市民館大ホール（定員900人）
　　　　第2部　18時～20時　区役所市民広場。※雨天時は市民館大ホール
ゲスト　富田和明（和太鼓奏者）
出　演　大塚太鼓、川崎太鼓仲間 響、平保育園、どんどこ、南平こども樽太鼓、野川親
子太鼓 大地、鼓音と楽鼓隊、ひばり太鼓会、里空、和太鼓  蓮、横浜都筑太鼓
区役所地域振興課☎856-3125、 856-3280

～打つ響く広がりふれあうまちづくり～

　ことしも宮前に「熱い夏」がやっ
てきます。和太鼓の力強い響きや
コンサートでの美しい歌声を楽し
み、盛り上がりましょう。

88
土
2323

回回回
宮前（みやさき）ねぷた

かがり火が幻想的な
雰囲気を作り出す

夏の夜空に迫力ある音色が響き渡る夏の夜空に迫力ある音色が響き渡る

　さまざまな障害のあ
る皆さんが練習を重ね、
プロの演奏家、ソリスト
たちとのセッションを原
語で披露します。ステー
ジと会場が一体となり作
り上げるコンサートです（写真）。
日時　9月5日（金）13時半（開場12時半）
場所　宮前市民館大ホール
定員　当日先着800人（入場無料）
第第11部　宮前区内障害者施設・作業所へ通う部　宮前区内障害者施設・作業所へ通う

皆さんに皆さんによる合唱よる合唱
曲目　ベートーベン交響曲第9番第4楽章「歓喜の歌」よ
り抜粋他
第第22部　魅惑のタンゴ部　魅惑のタンゴ
曲目　ラ・クンパルシータ、フェリシア、ジェラシー他

　地域の人と遊び、交流し、夏の
思い出を作りませんか。会場へ直
接お越しください。
日時　8月24日（日）10時～15時
場所　宮前市民館
宮前市民館☎888-3911、 856-

1436

日程　10月26日（日）
場所　区役所・宮前市民館およ
び周辺地域
出店参加　区内福祉団体・公益
団体、商店街連合会加盟店、そ
の他実行委員会が認める団体
舞台出演　区内の団体

8月29日（消印有効）までに
申込用紙を直接か郵送で〒216-8570宮前区役所地域振興課☎856-3132、
856-3280。［選考］。※詳細は区役所、出張所で配布中の申込用紙をご覧く
ださい。区ホームページからもダウンロードできます

音色や歌声が響き渡るまち
響け歌声響け歌声

　　　　　　　　　　　　　　　大正13年、多摩川河口に近い川崎町、大師
町、御幸村が合併して川崎市が誕生した頃、現在の宮前区域は宮

みや

前
さき

村と向
むか

丘
おか

村に属していました。2村が川崎市に編入されたのは、昭和13年のことです。

第 15 回

打 響く広がりふれあうまちづくり

区役所地域振興課☎856-3132、 856-3280

木野雅之田辺利弘 淡路七穂子京谷弘司 ギジェルモ・ボイド
＆間々田佳子

魅惑の
タンゴ
出演者

570宮前区役所地域振興課☎856 3132

ことしの区民祭は
区役所周辺で開催します

　10月26日に開催する区民祭は、例年会場としている市中央卸売市場北部市場の再編整備工事に伴い、会場を変更して開催します。パレードは中止とし、出店数は50ブース程度になります。

第33回第33回  宮前区民祭参加者募集宮前区民祭参加者募集
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夏休み子ども夏休み子ども
あそびランドあそびランド
20142014

＊こんな催しがあります＊「氷大作戦」（氷で自由に遊ぶコーナー）、「登場・3Dプリンター」、折り紙、ベーゴマ、お手玉、めんこ、囲碁、将棋、竹とんぼ、ぶんぶんごま、割り箸てっぽう、紙飛行機、おやつクッキング、ヨーヨー釣り、紙芝居、刺し子でコースター作り、シュロの葉でバッタ作り、ミニボウリング、床上カーリング、魚釣りゲーム、缶バッジ作りなど
※材料費が掛かるものがあります
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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
9月8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

8月18日から
電話で。
☎856-3254
［先着順］結果説明日

9月22日（月）
8時45分
～9時

禁
煙
相
談

9月5日（金） 13時半
～15時

関心がある
人、禁煙し
たい人4人

呼気一酸化炭素濃
度、ニコチン依存
度チェック、禁煙
方法の学習など

8月18日から
電話で。
☎856-3263
［先着順］

1
歳
児

歯
科
健
診

9月3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
8月19日から
電話で。
☎856-3264
［先着順］

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
　9月21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。業者の出店は不可。
高校生以下は保護者同伴。 8月
20日（必着）までに当日の参加人
数、車の有無（1団体1台）、販売
品目（食品不可）も記入し往復ハガ
キで。［抽選］
▼「趣味の教室」受講生募集
　新たに“趣味”を始めませんか。
華道・着付け・コーラス・健康・手
工芸・美術など全23教室。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。［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

▼後期講座受講生募集
　健身気功、近現代史、朗読、楽
らく体操、創作折り紙、編み物、
ハーモニカ、男性の料理、食生活
講座を開催します。市内在住の60
歳以上。詳細はお問い合わせくだ
さい。 8月18日までに申込者本
人が82円切手を持って直接（9時
～16時）。［抽選］

区役所地域振興課
〒216-8570 宮前区宮前平2-20-5
☎856-3125、 856-3280

▼まちづくり広場ラブみやまえ
「宮前楽市」参加団体募集
　27年2月14日（土）に宮前市民館で
開催する、区民みんなでまちづく
りを考えるイベント「まちづくり
広場ラブみやまえ」において、活
動紹介や成
果発表を行
う団体を募
集します。
区内の市民
活動団体、
30団体程度。10月7日（火）18時～、
9日（木）14時～に開催する相談会に
参加必須。 9月30日（必着）ま
でに区役所などで配布中の申込書
を直接、郵送、FAXで。［選考］
▼坂道もらくらくウオーキング
　坂道を歩く基礎を身に付ける講
座。足腰の負担を軽減します。9
月5日～12月19日の金曜、13時～
14時10分。フロンタウンさぎぬ
まで。各回25人。600円。 初回
は8月29日から、2回目以降は開
催日1週間前の金曜13時から直接
か電話でフロンタウンさぎぬま☎
854-0210、 862-5030。［先着順］
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
　「育児力の向上」「子育ての仲間
作り」をテーマにセミナーを開催
します。9月29日、10月6日、20日、
27日、11月10日、12月15日の月曜、
10時半～11時半、全6回。地域子
育て支援センターすがおで。全回
参加できる区内在住の、在宅で子
育てをする保護者と子ども（25年
4月～26年4月生まれ）35組。親子

同室で保育あり。 8月27日9時
から電話で。［先着順］
▼プレママ・プレパパ見学会
　出産予定の人を対象に行いま
す。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。❶9月4日、18日
の木曜、14時～15時半。土橋保育
園で❷9月18日（木）14時～15時。中
有馬保育園で。 開催日の1カ月
前から直接か電話で。他の日程へ
の変更も可（要相談）。

区役所地域保健福祉課
☎856-3291、 856-3237

▼簡単・楽しい・おいしい
男の料理でいつまでも健康に

　男性の皆さん、料理は難しいと
思っていませんか。まずは包丁を
使わず簡単に、味良し、見栄え良
し、栄養バランス良しの料理を楽
しく作りましょう。料理未経験者
大歓迎です。9月25日（木）、10月7
日（火）、16日（木）、9時半～13時、全
3回。宮前市民館で。全回出席で
きる50歳以上の料理初心者の男性
16人。材料費実費。エプロン、三
角巾、布巾、ハンドタオル持参。
8月21日9時から電話かFAXで。

［先着順］
▼離乳食○テクニック
　離乳食と家族の食事の両方を作
れないという悩みはありません
か。離乳食を進めるこつを伝授し
ます。9月4日（木）13時半～15時半。
区役所保健福祉センターで。区内
在住の7～11カ月の子どもと保護
者15組。講義、質疑応答、試食、
骨密度測定。筆記用具持参。材料
費実費（100円程度）。 8月20日9
時から直接か電話で。［先着順］

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

▼C級グルメ料理教室
　地場産野菜を使ったラタトゥイ

ユ、スイーツを作ります。エプロ
ン、三角巾、布巾持参。9月26日
（金）10時～12時。菅生分館で。20人。
500円。 9月12日10時から直接
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

▼すがお学びのサロン・ウオーキ
ング入門

　市民講師によるシニア向けの講
座。実際に歩く回もあります。9
月24日、10月8日、22日の水曜、
10時～12時、全3回。菅生分館で。
20人。保険料300円。 9月3日10
時から電話で。［先着順］

▼秋のスポーツ教室募集案内
　10～12月のスポーツ教室の受
講者を募集します。バレーボール、
はじめてのヨガ、美姿勢ストレッ
チ、楽々ウオーキング、座って楽
らく体操、フットサルなど全31教
室。日程や受講料などの詳細は問
い合わせるかホームページをご覧
ください。 9月1日（必着）まで
に教室名も記入し往復ハガキで。
［抽選］

地元の地元の魅力魅力を再発見を再発見ーー宮前区観光協会主催イベント宮前区観光協会主催イベント
1宮前区観光ガイドボランティア養成講座
　区内の観光名所を発掘・発見し、地域の名産やグルメ情報通になって、
区の魅力を発信する観光ガイドを目指す講座です。
日時　下表参照。いずれも水曜、10時～12時
場所　区役所会議室
定員　全回参加できる25人
費用　一般2,000円、区観光協会会員1,000円（保険料を含む）
持ち物　筆記用具（実施研修の時は飲み物・雨具・履き慣れた靴）など
回 日程 講座内容
1 9月10日 オリエンテーション、自己紹介、班編成
2 24日 講義Ⅰ「宮前区の成り立ちと観光資源」
3 10月8日 講義Ⅱ「ガイドの心得」
4 22日 講義Ⅲ「まちを楽しむ町歩き」・コース選定
5 11月12日 実施研修計画と資料作成
6 26日 ガイドの実施研修（説明と行程の確認）
7 12月3日 実施研修の反省、今後の予定、修了式

2ウオークイベント「宮前区再発見・見て・聞いて・歩こう」
　「隠れた宮前区再発見」をテーマとしたウオークイベント。宮前区の魅力
を再確認してみませんか。
日時・コース　下表参照。いずれも火曜、9時20分～12時半。現地集合、
現地解散。荒天時は1週間後に延期
定員　全回参加できる25人
費用　一般6,000円、区観光協会会員3,000円（保険料を含む）
持ち物　飲み物、雨具、タオルなど

回 日程 コース（約2.5～3.5 ）
1 9月16日 野川・たちばな古代ロマンコース（野川台公園→能満寺バス停） 
2 10月21日 土橋・竹の里社寺巡り（宮前平駅→宮前平駅） 
3 11月18日 犬蔵・平の里巡り（犬蔵公民館前→東名向丘入口バス停）
4 12月16日 北部市場・水沢の森巡り（清水台バス停→清水台バス停）
5 27年2月17日 はな桃・宮崎の里巡り（宮崎台駅→宮崎台駅） 
6 3月17日 有馬川源流を訪ねて（鷺沼駅→有馬第2団地入口バス停）

8月26日（消印有効）までに往復ハガキに「宮前区観光ガイドボランティア養成講座」か「宮前区再発見・見て・聞いて・歩こう」、住所、氏名（ふりがな）、年齢、
電話・ファクス番号、返信面に宛名を記入し〒216-8570宮前区役所地域振興課☎856-3135、 856-3280。［抽選］

さまざまな分野の団体が
集う宮前楽市

宮前スポーツセンター
〒216-0011 宮前区犬蔵1-10-3
☎976-6350、 976-6358
http://miyamae-sc.jp


