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区民祭区民祭

10月の「みやまえロビーコンサート」は10月11日（土）11時半から区役所大会議室で開催します。 区役所地域振興課☎856-3125

日本地名研究所・市教育委員会地名資料室監修  

　江戸時代に下菅生村犬倉と呼ばれていた地
域が、現在の犬蔵1～3丁目です。地名の由来
は定かでないものの、2つの説が有力です。
　一つは、昔は付近の谷間に狼

おおかみ

が生息してい
たから、という説。犬蔵の「犬」は山犬すなわち
狼のこと、「クラ」は断崖や岩場を表し、谷を意味する古語です。昔は犬蔵
交差点から南西に深く入り込んだ谷戸の奥を、「狼谷戸」と呼んでいました。
　もう一つは、犬蔵地区の鎮守であった御

み

嶽
たけ

社
しゃ

のお使い神「オイヌさま」に
ちなんで付けられた、という説。昔、御嶽社の入り口には大きな「オイヌ
さま」の石像が立っていたそうです。今でもまちを歩くと、黒い山犬が印
刷された護符を見掛けることがあります。御

み

嶽
たけ

講
こう

の講中に配られるお札で
す。江戸時代に盛んになり、長く人々の心のよりどころだった御嶽講の風
習は、今でも区内に残っていますが、犬蔵にあった御嶽社は昭和43年に菅
生神社に合祀されました。
区役所企画課☎856-3133、 856-3119

第第44話話 「 「犬蔵犬蔵（いぬくら）（いぬくら）」」

　犬蔵1丁目と2・3丁目の境を走る尻手
黒川道路は、昔は清

し

水
みず

谷
や

戸
と

と呼ばれる谷間でした。矢上川の最上流域にあ
たるこの一帯は、豊かな湧き水に恵まれていたことが想像されます。

　自由な外遊びを通して豊かな心と体を育む「冒険遊び場」。外遊びの実例
を紹介しながら子どもとの向き合い方について考えます。 

日時・場所　11月22日（土）10時～12時、宮前市民館1階大会議室  
定員　100人。保育あり（1歳6カ月～就学前の子ども、10人、
要予約）
講師　柴田愛子（りんごの木子どもクラブ代表、絵本作家） 

10月15日から住所、氏名、電話番号、保育希望の場合
は子どもの人数・年齢を記載しメール（miyamae.bouken@gmail.

com）かFAXで冒険遊び場交流会 856-7238。または直接区役所こども支
援室☎856-3256、 856-3119。［先着順］

　11月中旬に開催する作品展の展示作品を募集します。
対象　宮前地区在住・在学の小・中学生
応募部門　絵画、ちぎり絵、イラスト・デザイン、書
道（書き初め用紙、半紙）
※部門ごとの課題・用紙サイズなどはお問い合わせく
ださい
11月14日18時～18時半に区役所4階大会議室に応募作品を持参
区役所地域振興課☎856-3135、 856-3280

　乳幼児のいる保護者への情報発信と交流の場。ふ
れあい動物園、絵本の部屋、育児相談、食事相談、
コンサートなど楽しい催しが盛りだくさんです。
日時　10月25日（土）10時～15時　場所　宮前市民館
宮前市民館☎888-3911、 856-1436

　赤ちゃんとママ・パパのお話し会、大人のための
お話し会、絵本で知る障がいと病気、人形劇など。
プログラムは毎日変わります。詳細は問い合わせる
か図書館などで配布中のチラシをご覧ください。
日時　10月17日（金）～22日（水）、10時～16時（10月20
日を除く）
場所　宮前市民館2階ギャラリー他
宮前図書館☎888-3918、 888-5740

❶まちづくりウオーキング
　市民活動の現場を紹介しながら五所塚・東高根を歩きます。11月6日（木）
13時半に向丘出張所集合、16時半ごろ解散。雨天中止。20人。飲み物、
雨具など持参。
❷農家巡りウオーキング
　農産物直売所ガイドマップを使い、平周辺の農地を巡ります。家族や
友人との参加もお待ちしています。11月22日（土）10時半に平4丁目公園（平
4-17）集合、14時半ごろ解散。雨天中止。20組（個人も可）。昼食、飲み物、
雨具など持参。

❶10月15日から❷10月27日から直接か電話で区役所地域振興課☎
856-3125、 856-3280。［先着順］

　いずれも11月20日（木）、フロンタウンさぎぬまで。※雨天時は翌日に延
期。クラブなどは無料貸し出しもあります。
グラウンドゴルフ大会　9時～13時。100人。計24ホールの個人戦
ビギナー講習会　12時～15時。40人。打ち方から分かりやすく学べます

いずれも10月20日から電話でフロンタウンさぎぬま☎854-0210、
862-5030。［先着順］

　区民の触れ合いの場として毎年盛大に行われる区民祭。ことしは区役所・市民館とその周区民の触れ合いの場として毎年盛大に行われる区民祭。ことしは区役所・市民館とその周
辺で開催します。区内で活動する団体による華やかな舞台出演、飲食・物販や展示・啓発コー辺で開催します。区内で活動する団体による華やかな舞台出演、飲食・物販や展示・啓発コー
ナーの他、移動動物園や冒険遊び場も登場。子どもから大人まで一日中楽しめます。ナーの他、移動動物園や冒険遊び場も登場。子どもから大人まで一日中楽しめます。
※雨天決行。駐車場はありませんので公共交通※雨天決行。駐車場はありませんので公共交通
機関をご利用ください。機関をご利用ください。
区役所総務課☎856-3123、区役所総務課☎856-3123、 856-3119856-3119

　新たな総合計画の策定に向けて、ご来場の皆さ
んからご意見をいただくコーナーを設置します。
場所　区役所2階ロビー
総合企画局企画調整課☎200-0372、 200-0401

秋はイベントが盛りだくさん。区役所周辺で楽しみ、読書・運動・芸術・食などにも触れて秋を満喫しませんか。

小さな手大きな手みんなで築く宮前区

毎年多くの人で
にぎわいます

柴田愛子

たくさんの応募を
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10月26日（日）
        9時～15時

区役所・宮前市民館と
　　　  その周辺で開催

読書の秋読書の秋

イベントの秋イベントの秋
みやまえみやまえ
子育子育てフェスタてフェスタ

本本とおとお話話のの11週間週間

❶みやまえＣ級グルメコンテスト
　宮前産の野菜を使ったオリジナル絶品料理を募集します。書類選考の後、
試食審査を行い、入賞者には賞品も。詳細は問い合わせるかチラシをご覧
ください
アマの部　個人・グループは問いません。試食審査は12月5日（金）10時～13時、
宮前市民館で
プロの部　区内の飲食店。試食審査の日程は後日調整
❷みやまえＣ級グルメ料理教室
　「小松菜のシフォンケーキ」「人参たっぷりポタージュ」を作ります。10月
31日（金）10時～12時、有馬･野川生涯学習支援施設（アリーノ）で。区内在住･
在勤･在学の20人。材料費500円。エプロン、三角巾、布巾（2枚）を持参

❶宮前市民館などで配布中の応募用紙を10月31日（必着）までに直接、
郵送、FAXで❷10月15日10時から電話で〒216-0006宮前区宮前平2-20-4宮前
市民会館☎888-3911、 856-1436、［❶選考❷先着順］

これでいいの？私と子どもの向き合い方～遊び場での親子の姿から考える～

宮前地区青少年作品展宮前地区青少年作品展のの作品募集作品募集

さわやかな秋空の下を歩くさわやかな秋空の下を歩く
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ここから宮前区版ですここから宮前区版ですここから宮前区版です

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 時間
（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
11月10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

10月16日
から電話で。
☎856-3254
［先着順］結果説明日

12月1日（月）
（8時45分
～9時）

禁
煙
相
談

11月7日（金）
13時半～
（13時15
分～13時
半）

関心がある
人、禁煙し
たい人4人

呼気CO検査、ニコ
チン依存度チェッ
ク、禁煙方法につ
いての学習

10月16日
から電話で。
☎856-3266
［先着順］

1
歳
児

歯
科
健
診

11月5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
10月21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

▼日本舞踊（藤間流）受講生募集
　基本動作から美しい立ち振る舞
いを学びます。10月31日～12月12
日の金曜（11月14日を除く）、10時
～12時、全6回。市民プラザで。
18歳以上15人。7,800円。 10月
15日から直接か電話で。［先着順］
経済労働局商業観光課

☎200-2328、 200-3920

▼さぎ沼商店会でまちゼミを開催
　「人・店・地域　三方よし」の地域
活性化事業として、各商店の人が
講師となり専門知識の講義や実技
体験を行います。11月1日～30日。
鷺沼駅周辺の商店で。約20講座。
詳細は問い合わせるかさぎぬま商
店会ホームページをご覧くださ
い。 さぎ沼商店会☎866-0324、
866-1913、 http://saginuma-

machizemi.com/。

宮前区社会福祉協議会
〒216-0033 宮前区宮崎2-6-10

宮崎台ガーデンオフィス4階
☎856-5500、 852-4955

▼運転ボランティア養成講座
　公共交通機関の利用が困難な高
齢者や障害者の移送をサポートし
ませんか。修了後は福祉有償運送
運転者およびセダン等運転者とし
て認定。12月6日（土）10時～16時
半、7日（日）9時半～16時50分、全
2回。福祉パルみやまえで。両日
参加できる30人。3,000円。筆記
用具、運転免許証、昼食持参。
11月10日17時（必着）までに申込
書を郵送かFAXで。［抽選］。※申
込書は区役所などで配布中。

れいんぼう川崎
〒216-0002 宮前区東有馬5-8-10
☎888-8601、 888-8849

▼れいんぼう祭り
　模擬店、アトラクション、ゲー
ムなど。11月1日（土）10時半～13時
45分。れいんぼう川崎で。会場へ
直接。※当日のボランティアも10
月20日まで直接か電話で募集して
います。

区役所地域振興課
☎各担当へ、 856-3280

▼フォトコンテスト特別講座
　「始めよう！撮って楽しむ写真
術」をテーマとした特別講座。10
月18日（土）13時半～15時半（開場13
時）。区役所第4会議室で。当日
先着30人。講師：山口勝廣（日本
写真家協会常務理事）。 ☎856-
3125。
▼市民活動応援講座2014「市民活
動のためのFacebook活用術」

　情報収集や情報発信のために
フェイスブックを学ぶ講座。11月
7日（金）14時～16時。区役所第4会
議室で。30人。講師：酒井隆（世田
谷社）。 10月15日から直接か電
話で☎856-3125。［先着順］
▼特設行政相談所
　専門相談員が年金や登記など国
の業務の相談を受けます。10月31
日（金）13時～16時。フレル鷺沼で
（鷺沼1-1）。会場へ直接。 ☎856-
3132。
▼多摩川ウオーキング・川崎フロ
ンターレ観戦ツアー開催

　2本のポール（ストック）を使っ
て全身の筋肉を動かす「ポールウ
オーキング」で、等々力陸上競技場
まで歩き、清水エスパルス戦を観
戦するツアー。11月2日（日）12時に
二子新地駅改札前集合。19時ごろ
解散。※雨天中止。30人。大人3,000
円、小・中学生2,000円（弁当代、チ
ケット代）。 10月20日までに直
接か電話でフロンタウンさぎぬま
☎854-0210、 862-5030。［抽選］

選] 区役所児童家庭課
☎856-3302、 856-3171

▼子育てボランティア養成講座
　乳幼児健診などでの見守り保育
や地域で子育てを応援しません
か。10月28日（火）10時～15時半と
11月7日（金）、11日（火）の13時～15
時、全3回。全回参加できる人。
随時、直接か電話で。

区役所高齢・障害課
☎856-3242、 856-3163

▼認知症サポーター養成講座
　認知症の人や家族を温かく見
守り支援するための知識を学び
ます。10月17日（金）14時～15時半。
区役所大会議室で。 随時、電話
かFAXで。
区役所地域保健福祉課

☎各担当へ、 856-3237

▼ケアウオーキング入門
　膝や腰に負担の少ない歩き方を
健康運動指導士から学びます。11
月19日（水）10時～11時半。区役所
保健福祉センターで。講師：黒田
恵美子（ケア・ウオーキング普及会

代表理事）。区内在住65歳以上で
運動制限のない30人（過去の参加
者を除く）。動きやすい服装・靴（外
履き）で。 10月16日9時から電
話かFAXで☎856-3263。［先着順］
▼献血バスがやってきます
　11月5日（水）10時～16時（12時～
13時除く）。区役所駐車場で。献
血カード・献血手帳がある人は持
参。 ☎856-3253。
▼名医に聞く乳がんのお話
　乳がんの基礎知識と早期発見方
法を学びます。10月29日（水）10時
～11時半。区役所保健福祉セン
ターで。区内在住・在勤の女性40
人。保育あり（先着5人、要予約）。
講師：福田護（聖マリアンナ医科大
学ブレスト＆イメージングセン
ター院長）。 10月15日9時から
電話で☎856-3267。［先着順］
区役所こども支援室

☎856-3290、 856-3171

▼子どもの健康、食育を学ぶ
　看護師・栄養士による講座。❶
健康講座…11月5日（水）13時半～
14時半。2歳までの子どもと保護
者6組❷食育講座…11月7日（金）14
時～15時。1・2歳の子どもと保護
者5組。いずれも菅生保育園で。
10月15日から直接か電話で菅

生保育園☎977-9320（12時半～16
時半）。［先着順］
▼プレママ・プレパパ講座
　保育園に通う子どもの保護者な
どと交流したり赤ちゃんと触れ
合ったりできます。11月8日（土）❶
9時45分～11時。土橋保育園で❷
10時～11時。菅生保育園で。 10
月31日までに直接か電話で各保
育園❶☎855-2877（13時～16時）❷
☎977-9320（12時半～16時半）。

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

▼犬と猫と人間のよりよい暮らし
　不幸な犬や猫を生み出さないた
めにさまざまな角度から地域づく
りを考える講座。11月22日～12月
6日、27年1月17日、24日の土曜、
13時半～16時、全5回。宮前市民
館で。20人。 11月3日10時から
直接か電話で。［先着順］
▼区文化協会「福祉チャリティー
文化祭」

　宮前市民館で各部会の発表会を
行います。会場へ直接。❶バレエ
…10月18日（土）17時から❷作品展
示…11月28日（金）～12月3日（水）10
時～17時❸芸能（舞踊、民謡、歌
謡、詩吟、着付けなど）、茶道、
体験講座（クレイアート、ハワイ
アンレイ、フラワーアレンジメ
ント、華道、ビスクドールなど）
…11月29日（土）、30日（日）。発表会
場など詳細はお問い合わせくだ

さい。 区文化協会事務局☎888-
3911（金曜10時～15時）。

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

▼はじめての着付け～小紋・紬な
どの普段着～

　市民講師による講座。11月29
日、12月6日、20日の土曜、10時
～12時、全3回。菅生分館で。20人。
資料代200円。 10月25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
http://miyamae-sc.jp

▼らくらく元気体操
　座っても立ってもできる簡単な
運動で楽しく体力アップ。予約な
しで参加できます。毎週火曜（祝
日を除く）13時半～14時半。65歳
以上で運動制限のない当日先着
15人。1回500円。詳細はお問い
合わせください。

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

　いずれも同センターで。全回参
加できる60歳以上の人。 ❶❷10
月15日9時から参加費を添えて申
込者が直接。［先着順］。❸10月16
日までに82円切手を持参し申込
者が直接。［抽選］
❶お花のバッグチャームを作ろう
　かばんの取っ手につけられるス
トラップ型のバックチャームを作
ります。11月20日（木）10時～11時
半。16人。1,200円。
❷カリグラフィーとパステル
アート講座

　素敵なカードや作品を作りま
す。11月17日～12月22日の月曜
（11月24日を除く）、10時～12時、
全5回、12人。1,000円。
❸水引工芸講座
　水引を用いてペンダントやブ
ローチなどの小物を作ります。11
月7日～28日の金曜、10時～12時、
全4回。10人。3,000円。


