
22万4,883人

9万5,696世帯

 区役所1階ロビーに記念撮影コーナーができました。出生・婚姻や引っ越しの届け出の際などにご利用ください。  区役所区民課☎856-3144

日本地名研究所・市教育委員会地名資料室監修  

　菅生は既に16世紀には存在した記録
のある古い地名です。その地域は、現在の宮前区西部
と多摩区南東部、麻生区東百合丘の一部を含んだ広い
範囲でした。江戸時代に入ると、菅生郷は上と下の
菅生村に分かれ、明治時代には菅生村の誕生となり、
範囲は変化しましたが、地名は現代まで脈々と地名は
つながっています。その由来は、菅

すげ

が多く生えてい
る場所だったことから「菅生」という名前が付いたと考えられています。菅
は山や水辺に自生するカヤツリ草科の植物の総称で、葉の幅が広いものは
菅
すげ

笠
がさ

などに、幅の狭いものは蓑
みの

の材料として、日常的に用いられていまし
た。生活の役に立ち、人間にとって関心の深い植物が生える場所で、植物
名が地名となった例は全国的にも多く見られます。
区役所企画課☎856-3133、 856-3119

最終話最終話 「 「菅生菅生（すがお）（すがお）」」

　地名を手掛かりに宮前区の
今昔を訪ねる「宮前地名さんぽ」も今回が最終回。あまたの地名
の中からこの連載で取り上げたのは、区内8校の中学校名でし
た。梅薫る早春に地名の宝庫・宮前区の小さな散歩はお勧めで

す。区役所地域振興課では「宮前歴史ガイド」などを配布しています。

日時　2月25日（水）13時開演（開場12時半）
場所　菅生こども文化センター
出演　浦脇健太（オーボエ）、大塚さゆり　
　　　（フルート）、佐藤義人（クラリネット）
曲目　アイネクライネナハトムジーク、花は咲く他
区役所地域振興課☎856-3125、 856-3280

みやまえロビーコンサート第254回

＊木管アンサンブルの音色が一
ひと

雫
しずく

の温もりを＊

大塚さゆり 佐藤義人浦脇健太

宅地災害を防止しよう
～工事費用に助成金～

　近年、地震や大雨により各地で
老朽化した擁壁の倒壊などのがけ
崩れが発生し、地域に大きな影響
を与えています。市では宅地災害
の防止に向け、擁壁などの改修工
事費用の3分の1（上限300万円）を
助成しています。詳しくはお問い
合わせください。
まちづくり局宅地企画指導課☎

200-3035、 200-3089

普通救命講習会
　心肺蘇生法やAED（自動体外式
除細動器）の扱い方を学びます。
日時　3月7日（土）9時～12時
場所・定員　宮前消防署。30人

2月17日8時半から直接か
電話で宮前消防署予防課☎852-
0119、 862-2795。［先着順］

講 

演
森田さんに聞く「異常気
象と防災対策について」

　近年、全国的
に大雨による災
害が頻発してい
ます。特別警報
など新しい警報
基準も作られま
したが、情報
も多様化してお
り、その内容を正確に理解し適切
に対応することが必要です。今回
は異常気象の解説や気象情報の上
手な活用法を紹介します。
時間　10時45分～12時半（開場10時）

場所　宮前市民館大ホール
定員　当日先着800人
講師　森田正光（気象予報士）

展 

示
防災に関する各種団
体による展示・実演

　最新の技術や情報を確認し、日
ごろの備えに役立てましょう。
時間　10時半～15時
場所　市民広場、宮前市民館

楽しみながら学ぶ
   イザ！カエル
         キャラバン！

　防災訓練プログラムを体験して
ポイントをもらい、集めたポイント

を「かえっこバザール」でおもちゃ
と交換できます。いらなくなった
おもちゃがあればお持ちくださ
い。
時間　10時半～15時
場所　市民広場、宮前市民館

期間　❶平日時間外：2月2日～13日、17時～19時半
　　　❷土曜：2月7日、14日、21日、9時～12時
場所　❶区役所児童家庭課❷区役所第2会議室
対象　27年度認可保育所入所申し込みの結果が保留となった保護者
内容　保育所などの入所や認可外保育施設（川崎認定保育園など）の相
談・案内。1人30分程度
※開庁時間中は随時受け付けています。状況によりお待ちいただく場合
があります。他の日時の時間外相談についてはお問い合わせください
2月2日から❶は当日12時まで❷は前日17時までに直接か電話で区役

所児童家庭課☎856-3158、 856-3171

27年度保育所入所保留者への時間外相談（事前予約制）

子どもも楽しみながら学べます

宮前区
防災フェア
3/7●土
10時～

宮前前区
災害に備えよう

森田正光講師
Ⓒweathermap

冬の陽だまり菅生緑地

　宮前区防災フェアを開催します。宮前市民館大ホールでは宮前　宮前区防災フェアを開催します。宮前市民館大ホールでは宮前
平中学校吹奏楽部による演奏後、テレビでおなじみの気象予報士平中学校吹奏楽部による演奏後、テレビでおなじみの気象予報士
を招き講演会を行います。この機会にあらためて家庭や地域のを招き講演会を行います。この機会にあらためて家庭や地域の
防災について考えましょう。防災について考えましょう。
区役所危機管理担当☎856-3114、区役所危機管理担当☎856-3114、 856-3119856-3119

　講師の指導を受けながら、子どもの慶事にふ
さわしい料理を作ります。成長の節目を手料理
で祝いませんか。
日時　3月14日（土）10時～13時（集合：9時半）
場所　宮前市民館4階料理室
対象　区内在住・在勤で子育て中の保護者24人。
※保育あり（要予約）
講師　野﨑洋光（「分とく山」総料理長）
費用　1,200円（当日会場で集金）
2月20日までに電話かFAX（住所、氏名、子どもの年齢、電話

番号、保育希望の有無を記入）で区役所こども支援室☎856-3285、
856-3171。［抽選］

日本料理「分とく山」総料理長から学ぶ

家庭の祝い膳 家庭の祝い膳 
つなげていきたい本物の味つなげていきたい本物の味

野﨑洋光総料理長

危険な状態に
なっていない
か、確認して
ください

子育て
支援事業



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

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60歳以上の人。
▼前期講座受講者募集（4～9月）
　ヨガ、書道、カラオケ、食生活
など10講座。詳細はお問い合わせ
ください。 2月16日までに本人
が82円切手を持参し直接。［抽選］
▼囲碁・将棋大会参加者募集
　3月18日（水）9時～15時半。同セ
ンターで。囲碁64人、将棋20人。
昼食持参。 2月16日9時から本
人が直接か電話で。［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

▼アリーノ歴史講座
　❶3月7日（土）「橘

たち

樹
ばな

官
かん

衙
が

遺跡群」
❷3月14日日（土）「馬絹古墳と影

よう

向
ごう

寺
じ

遺跡」。いずれも14時～16時。アリー
ノで。各回30人。 2月15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

▼てづくり市
　生活雑貨、布小物、アクセサリー、
アート作品など。2月22日（日）10時
～15時。市民プラザで。会場へ直
接。※雨天決行

区役所地域振興課
☎856-3177、 856-3280

▼宮前ふれあいスポーツフェス
ティバルを開催

　❶アメフット選手によるフラッ
グフットボール体験会❷元Vリー
グ選手によるバレーボール教室❸
健康増進ポールウオーキング教
室。3月29日（日）9時～14時。野川
小学校、宮山スポーツプラザ（野
川10-1）で。❶小学生50人❷40人
❸30人。❶❸は雨天中止。詳細は
問い合わせるかホームページ（
http://miyayama-sp.co.jp）をご覧く
ださい。 2月16日から3月9日
までに直接、電話、FAXで宮山ス
ポーツプラザ☎788-2525、 788-
8181。［❶❸先着順❷抽選］

区役所地域保健福祉課
☎各担当へ、 856-3237

▼ひざ・腰若返り講座～一生使え
る身体を手に入れよう

　3月5日（木）14時～15時半。区役
所保健福祉センターで。区内在住
で65歳以上の30人。講師：小田祥
大（はなまる元気塾代表）。飲み物
（ふた付き容器）、タオル、筆記用
具持参。 2月18日9時から電話
かFAXで☎856-3263。［先着順］
▼知的障害のある人のことをま
ず理解する姿勢を持ち、地域
に温かいまなざしを作ろう

　ワークショップを開催します。
2月19日（木）13時半～16時。区役所
保健福祉センターで。 随時、電
話かFAXで☎856-3255。
▼認知症介護教室　心も身体もリ
フレッシュ「タッピングタッチ」

　認知症の家族の介護が大変で自
分の健康は後回しになっていませ
んか。3月6日（金）13時半～15時半。
区役所保健福祉センターで。認知
症の家族の介護に携わる20人。講
師：中田利恵（タッピングタッチ
協会認定インストラクター）。
2月16日9時から電話かFAXで☎
856-3263。［先着順］

区役所保険年金課
〒216-8570 宮前区宮前平2-20-5
☎856-3150、 856-3196

▼国民健康保険運営協議会委員
募集

　市の国民健康保険事業の運営に
ついて審議します。詳細はお問い
合わせください。区内在住1年以
上で20歳以上の被保険者1人（退
職者含む市職員、市付属機関委員、
昭和17年5月31日以前に生まれた
人は除く）。任期：6月1日～29年
5月31日。 2月27日（消印有効）
までに履歴書に必要事項を記入し
小論文（800字程度、書式自由）を
添えて郵送で。［選考］

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

　いずれも宮前市民館で。
▼親子でリトミック
　3月4日（水）10時～11時15分。1
歳半～3歳の子どもと保護者25
組。講師：山本雅（親子リトミック
教師）。 2月18日10時から直接
か電話で。［先着順］
▼みやまえC級グルメフォーラム
～みやまえの地産地消を考える

　農業関係者や商店と地産地消を
テーマに交流します。3月20日（金）
14時～17時。30人。 2月24日10
時から電話で。［先着順］
▼コミュニティカフェ開催
　いずれも入場料100円。❶C

　　カフェ

AFÉ 
T

トーク

ALK：2月27日（金）11時～14時。お
茶を飲みながら時間や場をシェア
（共有）しませんか。軽食持ち込み
可。❷サポーターズカフェ8

ハ

8
ハ

∞
ハ

～
ママエイド～御入学（進級）直前！
お悩み解決カフェ：3月5日（木）10時
半～14時半。子育ての経験談を聞
いたり相談したりできます。
▼家庭･地域教育学級　親子で楽
しむ人形劇

　｢カラスとおともだち｣「トラの
こウーちゃん」の2本立て。3月4
日（水）14時開演。上演50分。区内
在住の子どもと保護者100人。出
演：人形劇団ひとみ座。 2月18日
10時から宮前市民館で整理券を配
布。1家族4枚まで。［先着順］

▼生涯学習交流集会
　市民自主学級・市民自主企画事
業の報告会。❶ロビー展示：3月
13日（金）～15日（日）10時～16時。❷
報告会：3月14日（土）9時半～12時。
❸コミュニティカフェ：3月14日
（土）12時～16時（ロビーカフェ）、3
月15日（日）12時～15時（着ぐるみカ
フェ）。いずれも入場料100円。

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

▼蔵敷生活学校に学ぶ～地域で
学ぶことの意味とは

　「40年のあゆみ」を発刊した蔵敷
生活学校とともに子育て期の学び
について考えます。3月6日（金）10時
～12時。菅生分館で。30人。子ど
も同伴可。コーディネーター：大下
勝巳（元宮前区長）。 2月15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

▼27年度第1期「スポーツ教室」
　卓球、ボクササイズ、幼児体操、
座って楽々体操など33教室。詳細
は問い合わせるかホームページを
ご覧ください。 3月2日（必着）
までに必要事項と教室名を記入し
往復ハガキで。［抽選］

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
3月9日（月）

（9時～
9時半）

健診機会が
なく、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

2月16日から
電話かFAXで
☎856-3254
［先着順］

結果説明日
3月23日（月）

（8時45分
～9時）

禁
煙
相
談

3月6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
いての学習など

2月16日から
電話かFAXで
☎856-3263
［先着順］

1
歳
児

歯
科
健
診

3月4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
2月19日から
電話かFAXで
☎856-3264
［先着順］

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

　宮前地区4会場から鷺沼公園（鷺沼2-10-1）まで自然散策をしながら歩
き、鷺沼公園では体を動かして遊びます。
日程　2月22日（日）。※雨天時は屋内でスポーツなどを実施
対象　宮前地区在住の人。小学3年生以下は保護者同伴。ペット同伴不可
申し込み　当日、集合場所で受け付け
持ち物　弁当、筆記用具、水筒、タオル、雨具。歩きやすい服装、靴で

区役所地域振興課☎856-3135、 856-3280。

  ディスカバーウォークみやまえ

　区観光協会では4月から全12回の日程で、区内の坂道と区周辺を巡る
ウオークイベント開催。前半6回分の参加者を募集します。
日時・コース　下表参照。いずれも9時～16時。現地集合現地解散
定員　原則、全回参加可能な25人（4～5時間、10～15㌔歩ける人）
参加費　一般6,000円、区観光協会会員3,000円（6回分、保険料含む）
持ち物　弁当、飲み物、雨具、タオルなど

3月14日（消印有効）までに往復ハガキに「宮前区の坂道と周辺を歩
く」、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話・FAX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］

開催日（雨天時） コース
4月22日（水）（4月29日（祝））坂道ウオーク❶《宮前平駅→宮前平駅》

5月20日（水）（5月27日（水））都筑の神社・仏閣めぐり《仲町台駅→都筑ふれあいの丘駅》
6月24日（水）（7月1日（水）） 横浜めぐり❶《横浜駅→関内駅》
7月22日（水）（7月25日（土））坂道ウオーク❷《梶が谷駅→たまプラーザ駅》
7月29日（水）（8月1日（土）） 坂道ウオーク❸《宮前平駅→鷺沼駅》
9月16日（水）（9月23日（祝））横浜めぐり❷《関内駅→根岸駅》

「「宮前区の坂道と周辺を歩く宮前区の坂道と周辺を歩く」」参加者募集参加者募集

歩いてみつける街の色

地区 集合場所・時間（雨天時）
野川地区 野川こども文化センター、9時半（野川小学校、9時半）
有馬地区 有馬つつじ公園、9時（有馬こども文化センター9時半）
宮崎地区 宮崎こども文化センター、9時（宮崎こども文化センター、10時）
宮前平地区 宮崎第4公園、9時（宮崎台小学校、9時）


