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 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　9月19日（金）13時開演（開場12時半）
場所　青少年の家プレイホール
出演　3-SHUTS（スリーシャッツ）打楽器アンサン
　　　ブル（長谷川剛士、小菅しほり、向田早希）
曲目　ラテンメドレー、沖縄メドレー他

　平成5年10月から始まったロビーコンサートが250回目を迎えま
す。これを記念したコンサートを開催します。
日時　10月11日（土）11時半開演（開場11時）
場所　区役所4階大会議室
出演　横
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曲目　イン・ザ・ムード、美空ひばりメドレー他
区役所地域振興課☎856-3125、 856-

3280

＊熱きリズムが身も心も弾ませて＊

みやまえロビーコンサート

＊音泉JAZZ LIVE in みやまえ＊

日本地名研究所・市教育委員会地名資料室監修  

　区の地図を広げて「宮崎小学校」を
探してみてください。すぐに見つか
りましたか。なぜか宮崎1～6丁目や宮崎という住所から少し離れた馬

ま

絹
ぎぬ

にあるの
です。宮崎という地名誕生の鍵は、この小学校の歴史と深く関わっています。宮
崎小学校の前身である宮

みや

前
さき

尋常高等小学校は、明治6年創立の盛
せい

隆
りゅう

学校と明治8年
創立の鳴

めい

鶴
かく

学校の流れをくむ歴史ある学校です。昭和13年に宮前村が川崎市に編
入される際、現在の川崎区にある宮

みや

前
まえ

小学校との混同を避けるため、宮
みや ざき

崎尋常高
等小学校と改称しました。昭和22年には、川崎市立宮崎小学校と改称しています。

宮
みや さき

前を宮
みや ざき

崎とした学校名を後から追うように、昭
和26年、戦時中に軍用地として接収されていた宮
前村内の土地が返還されたとき、その土地には「宮
崎」という名前が付けられました。
区役所企画課☎856-3133、 856-3119

第第33話話 「 「宮崎宮崎（みやざき）（みやざき）」」

　豊富な経験・能力を生かし、地域活動に参加してみませんか。また、地域で高齢者を
見守り支え合い、安心して暮らせるまちを目指しましょう。

　　　　　　　　　　　　　　　　明治22年に誕生した宮宮
みやみや

前前
さきさき

村をルーツとする
地名は2系統あります。文字を継いだのが宮前や宮前平という地名なら、音を継
いだのが宮

みや

崎
ざき

という地名です。

昭和12年（上）と昭和
14年（下）の卒業記念
アルバム

3-SHUTS

横濱音泉倶楽部

敬老のつどいに参加しよう
　長寿を祝うとともに親睦を深めます。
日にち・場所　9月26日（金）、宮前老人福祉
センター
対象　市内在住の60歳以上の人
午前の部：9時半～12時、❶利用者による
演芸大会❷宮崎保育園園児による踊り・歌
午後の部：13時半～14時半、ハープコン
サートと演奏体験
宮前老人福祉センター☎877-9030、

877-9232

コミュニティカフェ運営者養成講座
　誰もが気軽に交流できるカフェを運営しませんか。詳
細は問い合わせるか、チラシ・区ホームページをご覧くだ
さい。
日時・場所　10月11日、18日、11月15日、12月6日の土
曜と11月11日（火）、21日（金）、13時～15時、全6回。宮前
市民館。※日程は一部変更になる場合があります
対象　おおむね45歳以上で講座修了後も宮前市民館で
コミュニティカフェ活動を行うことのできる❶個人20
人❷区内で活動する数団体
9月17日10時から❶直接か電話で❷申込書を直接、宮

前市民館☎888-3911、 856-1436。［先着順］※申込書・チラ
シは市民館などで配布中。区ホームページからもダウン
ロードできます

地域包括
支援センター
　高齢者や家族の福祉・医療・介護全般
に関する身近な相談を受ける公的窓口
です。気軽にご相談ください（右図、下表参照）。
区役所高齢・障害課☎856-3242、 856-3163

自分の暮らしを振り返ろう
　市では「暮らしの元気度
チェック」（写真）を、要介
護・要支援認定を受けていな
い65歳以上の奇数歳の人に
順に送付しています。「元気
度」に応じて介護予防教室
などを紹介していますので
チェックし返送してください。ちょっと
した体や心の変化を早期に発見し、健康
の維持改善に取り組みましょう。用紙は
区役所でも配布しています。
区役所地域保健福祉課

☎856-3298、 856-3237

豊富な経験 能力を生かし 地域活動に参加してみませんか また 地域で高齢者を

住住みみ慣慣れれたたままちちででいいつつままででもも 　地域で自主的に行われてい
る見守り活動を掲載した「見
守り活動事例集」（写真）を区
役所で配布しています。
区役所地域保健福祉課

☎856-3253、 856-3237

担当地域 名称 住所・

梶ケ谷、野川 みかど荘 野川1413
☎777-5716、 777-1193

水沢、潮見台、菅生、
菅生ケ丘、初山 鷲ケ峯 菅生ケ丘13-1

☎978-2724、 976-6470

有馬、東有馬 富士見プラザ野川2911☎740-2883、 777-3239

鷺沼、土橋、犬蔵 レストア川崎犬蔵2-25-9☎976-9590、 976-9591
五所塚、平、白幡台、
神木本町 フレンド神木神木本町5-12-15☎871-1180、 877-2800
小台、宮前平、馬絹
宮崎6丁目、 宮前平 馬絹541-5

☎872-7144、 852-3377
けやき平、南平台、
宮崎1～5丁目、
宮崎、神木

ビオラ宮崎 宮崎176-21
☎948-5371、 948-5372

登録を受け付けています
災害時要援護者避難支援制度
　災害時に自力での避難が困難な人を支援す
る制度です。
徘徊高齢者SOSネットワーク
　登録をすることで徘

はい

徊
かい

が発生したときに、
関係機関に捜索協力依頼を行い、早期発見や
円滑な身元確認につなげます。
区役所高齢・障害課☎856-3242、 856-3163

交流の場に行ってみよう
宮前老人福祉センター（いきいきセンター）
　教養の向上、健康増進の講座や健康相談な
どを行っています（左図参照）。
場所　宮崎2-12-29
☎877-9030、 877-9232
老人いこいの家（いこいの家）
　地域の高齢者の交流や生きがいづくり、介
護予防の拠点、自主グループの活動の場です
（左図、下表参照）。

開館日時　月～土曜（敬老の日を除く祝日と
年末年始は休館）、9時～16時
対象　60歳以上　使用料　無料（参加費・材
料費などが必要な場合あり）

⇒関連記事
市版4・5面

名称 住所・
平いこいの家 平2-13-1☎865-1033
有馬いこいの家 有馬4-5-2☎855-2177
野川いこいの家 野川3182-1☎788-2271
白幡台いこいの家 白幡台1-13-1☎976-0786
鷲ケ峰いこいの家 菅生ケ丘32-10☎976-6418
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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
10月6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

9月16日から
電話で。
☎856-3254
［先着順］結果説明日

10月20日（月）
8時45分
～9時

1
歳
児

歯
科
健
診

10月1日（水）
9時15
分～9時
45分

1歳3カ月未
満の乳幼児
30人

歯科健診・歯科相談
9月18日から
電話で。
☎856-3264
［先着順］

❼朗読の楽しさを味わう
　11月4日～27年2月17日の第1・
3火曜、13時半～15時半、全8回。
15人。資料代200円。
　いずれも菅生分館で。 ❶9月
17日10時❷9月18日10時❸9月21
日10時❹9月17日13時❺9月19日
10時❻9月19日13時❼10月7日14
時から直接か電話で。［先着順］

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。10月4日（土）9時～12時。宮前
消防署で。30人。 9月16日8時
半から直接か電話で。［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
http://miyamae-sc.jp

▼生活の中に運動を取り入れよ
う「スポーツデー」

　スポーツデーは予約なしで参加
できる個人利用日です。月曜：卓
球、火曜：リフレッシュ体操、水曜：
太極拳など曜日ごとに種目を設定
しています。20歳以上1回200円、
20歳未満と学生は1回100円。室
内履きと運動着、ラケットなどの
用具は持参。詳細は問い合わせる
かホームページをご覧ください。

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

▼有馬在住シンガー青山祐己
Live inアリーノ

　9月28日（日）19時～。アリーノで。
120人。500円。 9月15日から直
接か電話で。［先着順］

宮前区社会福祉協議会
〒216-0033 宮前区宮崎2-6-10 4階
☎856-5500、 852-4955

▼年末たすけあい見舞金申請
　年末たすけあい運動の募金を財
源とした見舞金の申請を受け付け
ます。 10月31日（消印有効）ま
でに区役所や区社会福祉協議会で
配布中の申請書に必要書類を添え
て直接か郵送で。※必要書類、対
象者など詳細はお問い合わせくだ
さい。

区役所地域振興課
〒216-8570 宮前区宮前平2-20-5

❶❷☎856-3125、❸❹☎856-3135
856-3280

❶フォトコンテスト作品募集
　27年2月に「知ってほしい風景」
「まちづくり活動」をテーマにフォ
トコンテストを開催します。応募
作品は宮前市民館などで展示しま
す。1個人、1団体2点まで応募可。
12月12日（必着）までに2Lサイ

ズ（縦横どち
らも可）の写
真裏面に区役
所・市民館な
どで配布中の
応募票を貼り
付け直接か郵送で。［選考］
❷大山街道がつなぐ宮前・高津歴
史ウオーキング

　専門家と一緒に高津区と宮前区
の大山街道を歩きます。10月1日
（水）10時～14時（二子新地駅～梶が
谷駅）、10月8日（水）9時半～13時
（梶が谷駅～鷺沼駅）。いずれも現
地集合現地解散。雨天時は2日後
の金曜に延期。両日参加できる25
人。飲み物、雨具、昼食（10月1日
のみ）持参。 9月19日（必着）まで
に「大山街道」、参加者全員（2人ま
で）の必要事項、生年月日も記入
し往復ハガキで。［抽選］
❸宮前区周辺を歩く
　区観光協会が行う約10～15㌔を
歩くウオーキングイベント。10月
8日、11月5日、12月10日、27年
1月7日、2月4日、3月4日の水
曜、9時～16時、全6回。現地集
合現地解散。雨天時は翌週に延期
（1月7日は雨天決行）。全回参加
できる25人。一般6,000円、区観
光協会会員3,000円（保険料含む）。
弁当、飲み物、雨具、タオルなど
持参。コースなど詳細はお問い合
わせください。 9月16日（消印
有効）までに「宮前区周辺を歩く」
も記入し往復ハガキで。［抽選］
❹川崎フロンターレ観戦区民招待
　区全町内・自治会連合会と区ス
ポーツ推進委員会が10月22日（水）
19時から等々力陸上競技場で行
われるサガン鳥栖戦に区民を招待
します。区内在住の150組300人。
9月29日（消印有効）までに「観

戦招待」も記入し往復ハガキで（1
人1通）。［抽選］

区役所こども支援室
☎856-3290、 856-3171

▼第2回すがお手つなぎまつり
ボランティアスタッフ募集

　11月15日（土）に開催するすがお手
つなぎまつりの受け付け係や会場

係を募集します。中学生以上20人。
10月18日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］。※11月1日（土）10時～12時に
説明会を実施。

区役所地域保健福祉課
☎各担当へ、 856-3237

❶「地域のまなざしづくりを目指
して」パート3

　精神障害のある人やその家族の
話に耳を傾けるワークショップ。
9月26日（金）13時半～15時半。
❷親子でごきげんエクササイズ
　子どもと一緒に、自宅で簡単に
できるストレッチなどを学ぶ講
座。10月2日（木）10時～11時半。動
きやすい服装で。飲み物持参。区
内在住の5～12カ月の子どもと運
動制限のない保護者15組。講師：
河野澄子（健康運動指導士）。
❸宮前区高血圧教室
　10月4日（土）14時～16時。70人。
講師：木村健二郎（東京高輪病院
病院長）。
❹宮前区糖尿病教室
　10月18日（土）14時～16時。70人。
講師：渥美義仁（永寿総合病院医
師）。
❺離乳食○テクニック
　家族の食事と離乳食の両方を上
手に作るこつを伝授します。10月
30日（木）10時～12時。区内在住の
7～11カ月の子どもと保護者15組
（過去の参加者を除く）。講義、試
食、骨密度測定。筆記用具持参。
材料費実費（100円程度）。
　❶❸❹区役所大会議室❷地域子
育て支援センターさぎぬま❺区役
所保健福祉センターで。 ❶随
時、電話で☎856-3255❷9月16日9
時から電話で☎856-3267❸❹9月
16日から電話かFAXで区医師会事
務局☎ 870-0799（木曜を除く平
日10時～15時）❺9月24日9時から
直接、電話、FAXで☎856-3291。［❷
～❺先着順］

区役所高齢・障害課
☎856-3304、 856-3163

▼地域で生きる力をつけるために
　子どもの育ちや保育園、幼稚園、
学校での生活に関する相談窓口や
サービスを案内する講座。10月23
日（木）10時半～12時半。宮前市民
館で。 随時、直接、電話、FAX
で。

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

▼平和・人権学習　いじめ・虐待
の実態～子どもの権利～

　11月1日～29日の土曜、10時～
12時、全5回。宮前市民館で。小・
中学、高校生の保護者と関心のあ
る30人。保育あり（1歳半～就学前

10人。保険料900円。要予約）。
10月3日10時から直接か電話で。
［先着順］
▼家庭・地域教育学級「野川で、
親子で、遊んで学ぼう」

　10月2日～30日の木曜、10時～
12時、全5回。野川こども文化セ
ンターで。1～3歳の子どもと保
護者15組。同室保育あり。子ども
1人につき100円。スリッパ持参。
9月18日10時から直接か電話で。

［先着順］
▼講演会「大人の発達障がいの人
の就労と自立を考えよう」

　10月15日（水）13時半～16時。宮前
市民館で。50人。講師：鈴木慶太
（Kaien代表取締役）。 9月17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

❶「輝くママ」の子育て応援講座
　幼児との関わり方や子育て夫
婦コミュニケーション術などの
講座。10月9日～12月11日（10月
23日、11月13日、27日を除く）の
木曜、10時～12時、全7回。1歳
3カ月～就園前の子どもと保護者
15組。講師：竹迫和代（はぐくみ工
房）他。保険料・材料費2,000円。
❷男子厨房に入ろう＋2
　料理の他にも楽しみのある、男
の料理入門教室。10月8日～27年3
月11日の第2水曜、16時～18時半、
全6回。男性20人。材料費4,000円。
❸すがお男の「昼パブ」
　シニア男性の自由なコミュニ
ケーションの場。10月18日～27年
2月21日の第3土曜と3月14日（土）、
14時～16時、全6回。男性20人。
❹洋裁入門～チュニックづくり
と簡単リメイク～

　10月1日～11月19日の第1・3・5
水曜、10時～12時、全5回。12人。
材料費2,000円。
❺初心者向けニット教室～あっ
たか帽子にチャレンジ～

　10月3日～12月5日の第1・3・5
金曜、13時半～15時半、全6回。
20人。材料費800円。
❻郷土の人と歴史　ぶらり散歩
　10月7日～11月18日の隔週火
曜、10時～12時（初回は14時～16
時）、全4回。20人。保険料300円。

昨年度の審査委員長特別
賞「祭神輿」（丸山幸一）


