
22万4,635人

9万5,517世帯

 

市長と意見を交わし、地域を考えてみませんか市長と意見を交わし、地域を考えてみませんか

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ホームページに掲載しています。

  26年7月20日　川崎の未来を考える市民検討会（ワークショップ）
　10代～80代の無作為抽出で選ばれた25人の区民の皆さんが参加し
ました。
宮前区のいいところ
●都心に出やすい
●都会と田舎の環境が両方味わえる
●シルバー世代の人々が頑張っている　など
10年後、こんなまちにしたい
●安全安心のまち
●区外から来た人もほっとできる空気を感じられるまち
●次世代を呼び戻すまち　など
  26年10月26日　宮前区民祭での展示（まちづくりカフェ）

　計画の策定に向けた基本的な考え方
や策定状況をお知らせするとともに、
幅広い区民の皆さんに計画づくりに参
加してもらうため、地域課題と解決の
アイデアを示し、共感する項目に投票
していただきました。

　区民の皆さんの参加と協働で、地域課題の解決や地域の特性を活
い

かしたまちづくりを進めていきます。

安全・安心まちづくり　安全・安心まちづくり　約約1,0951,095万円万円
●地域防災力の向上、防犯・交通安全対策の取り組み
●地域交通環境整備の検討　など

地域福祉・健康づくり地域福祉・健康づくり　約約3636万円万円
●健康づくり情報誌の発行　など
総合的な子ども支援総合的な子ども支援　約約1,0281,028万円万円
●育児の孤立化防止や不安解消のための子育て支援
●さまざまな媒体を活用した子育て情報の発信　など

環境まちづくり環境まちづくり　約約395395万円万円
●緑化活動団体などへの花苗提供　など

地域資源の活用地域資源の活用　約約903903万円万円
●歴史的遺産や農などの資源を活用したイベント　など

地域コミュニティー活性化地域コミュニティー活性化　約約2,4612,461万円万円
●スポーツに親しめる環境づくり
●市民活動団体の育成や活性化　など

区役所サービス向上区役所サービス向上　約約487487万円万円
●窓口サービス向上やバリアフリー化　など

　市長が皆さんから意見を聴く「区民車座集会」を開催します。傍聴の
みもできます。
日時・場所　5月29日（金）15時～16時半（開場14時半）、区役所大会議室
対象・定員　区内在住・在勤・在学か区内で活動している30人

5月8日17時（必着）までに市ホームページか、区役所などで配布中
の申込書をFAXでサンキューコールかわさき☎200-3939、 200-3900。
または申込書を直接か郵送で〒216-8570宮前区役所企画課☎856-3133、

856-3119。［抽選］。当選者にはハガキ、
FAX、メールのいずれかで通知します。
傍聴は当日先着50人。保育、手話通訳
あり（事前申込制）。詳細は問い合わせ
るか市ホームページをご覧ください。
※当日の様子はインターネットで動画配信します。市ホームページ「市
長の部屋」からアクセスしてください。

宮前区まちづくり協議会　第宮前区まちづくり協議会　第99期公募委員募集期公募委員募集
　まちづくり協議会は、行政とのパートナーシップのもと、魅力あるま
ちづくりを目指して活動する区民主体の組織です。区民の皆さんの意見
を伺いながら、自らの手で地域の問題を解決するとともに、区内の市民
活動を活性化させる環境づくりに一緒に取り組んでみませんか。
対象　区内在住・在勤・在学または区内に活動拠点を持つ団体・グループ
に所属する50人程度
任期　6月から2年間（再任も可）
5月29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〒216-8570宮前区役所地域振興課☎856-3125、 856-3280。［選考］

　市では、これからの川崎の目指す方向について総合的な
ビジョンと目標を示す「新たな総合計画」の策定を進めていま
す。これまで宮前区民の皆さんにも参加していただいた取り
組みの概要や27年度の宮前区の取り組みを紹介します。
区役所企画課☎856-3133、 856-3119

　市民との対話を基本に「新たな総合計画」の策定を進めていま
す。区民車座集会（下記事）や市ホームページ（ http://www.city.
kawasaki.jp/200/page/0000059368.html）で意見をお寄せください。

たくさんの人にシール投票をして
いただきました

幅広い世代の人に
熱心に議論いただきました

第256回第256回みやまえロビーコンサート
＊春に聴く歌とバイオリンの調べ＊

大音絵莉

高瀬真由子

加藤紗耶香

日時　4月21日（火）12時5分～12時45分
場所　区役所2階ロビー
出演　 大音絵莉（ソプラノ）、高瀬真由子（バイオリ

ン）、加藤紗耶香（ピアノ）
曲目　春に（シューベルト）、歌の翼に（メンデルスゾーン）他
区役所地域振興課☎856-3125、 856-3280

　春の陽気に誘われて散歩をして
いると、いろいろな草花に出合い
ます。立ち寄った菅生公園（菅生
6-3-8）にもかわいい花壇がありま
した。手入れをしている人に「きれ
いな花壇ですね」と声を掛けると、
「その一言がすごくうれしいんです
よ」と笑顔で答えてくれました。
　――公園に花壇を作ったきっか
けは何だったんですか
　「自治会で月2回公園の清掃をし
ているんですが、公園に花がなく
て寂しいと感じて、公園の近くに
住んでいる方たちに声を掛けて始
めたんですよ」
　――花壇を作っていて楽しいと
思うことはありますか
　「公園が明るくなったと喜んで
くれる人がいるとうれしいし、花
を植える時には子どもと大人が一

緒になって楽しい作業になります
ね。公園がきれいだと防犯効果も
あると思って、一年中花が咲いて
いる公園にしたいと頑張っている
んですよ」
　住んでいる人の手で安全で住み
良いまちを作っていきたいと願う、
南菅生自治会“花とみどりクラブ”
の白倉さん。メンバー19人で3つ
の公園花壇の花植えをしているそ
うです。区内に208ある公園緑地、
皆さんの近くの公園緑地もいろい
ろな人の思いが詰まっている場所
かもしれませんね。
区役所道路公園センター☎877-

1661、 877-9429

区民の皆さんにご意見をお聞きしました
27年度の宮前区の取り組み27年度の宮前区の取り組み

❶

みんなで
考えようまちの未来

前回も活発な意見交換が行われました

新連載 １年中花咲く公園に１年中花咲く公園に
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もっと宮前を知ろう

区役所地域振興課
☎856-3125、 856-3280

▼ポールウオーキング教室
　坂を歩く基礎を身に付け、ス
トレッチ体操も行います。4月17
日～7月31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。各回600円。 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、 http://www.
frontown.com ［先着順］
▼まちづくりウオーキング
　まちづくりに関わる団体や施設
などを紹介しながら小台・鷺沼を
歩きます。5月20日（水）13時半～16
時半。13時半に宮前平駅集合。20
人。飲み物、雨具など持参。雨天
中止。 4月22日から直接か電話
で。［先着順］
▼宮前歴史ガイドでまち歩き
　歴史や文化を探りながら平瀬川
支流沿いを歩きます。5月11日（月）。
9時半に「長沢中学校下」バス停集
合。約3時間。25人。飲み物、雨
具など持参。雨天時は18日（月）。
4月15日から電話で。［先着順］
▼市民活動団体の活動資金支援
申請団体募集

　市民活動の活性化と自立を目的
として、区内のまちづくりに関連
した市民活動団体に活動資金の一
部を支援します。支援額などは団
体の規模や活動実績に応じて分か
れています。詳細はお問い合わせ
ください。 5月22日までに申請
書を直接。［選考］※申請書は4月
20日から区役所などで配布。
区役所地域保健福祉課

☎856-3265、 856-3237

❶高血圧教室
　5月9日（土）、14時～16時。講師：
柴垣有吾（聖マリアンナ医科大学
教授）。 4月15日から。
❷糖尿病教室
　6月13日（土）、14時～16時。講師：

渥美義仁（永寿総合病院医師）。
5月16日から。
　❶❷いずれも区役所大会議室
で。各70人。 電話かFAXで宮前
区医師会事務局☎ 870-0799（木
曜を除く平日10時～15時）。［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。5月8日（金）13時半～16時
半。宮前消防署で。30人。 4月
21日8時半から直接か電話で。［先
着順］

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

▼各種イベント運営委員募集
　詳細はお問い合わせください。
❶「みやまえ文化魂」運営委員…
12月20日（日）に開催する中学・高校
生による文化祭の企画・運営。区
内在住・在学の中学・高校生。月1
回程度の会議。開催直前は回数が
多くなります。❷「夏休み子ども
あそびランド」企画運営委員…8
月23日（日）に開催するイベントの
企画・運営。当日を含め8回程度
の会議。❸みやまえの農コミュニ
ティ活性化事業企画運営委員…
「みやまえC級グルメコンテスト」
や料理教室などの企画・運営。月
2回程度の会議。❹「みやまえ子
育てフェスタ」企画委員…10月24
日（土）に開催するイベントの企画・
運営。月2・3回の会議。開催直前
は回数が多くなります。子連れ可。
いずれも随時、直接か電話で。
▼障害者社会参加学習活動「みや
まえウインズ」サポーター募集

　軽度の知的障害者と楽しく交流
しながら活動します。5月～28年
3月の第2日曜（8月を除く）、全
10回。第1回は5月10日（日）10時～
15時。宮前市民館で。事前申込制。
随時、直接か電話で。

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
5月11日（月）

（9時～
9時半）

健診機会が
なく、28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

4月16日から
電話で。
☎856-3254
［先着順］

結果説明日
5月25日（月）

（8時45分
～9時）

禁
煙
相
談

5月1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

4月16日から
電話で。
☎856-3266
［先着順］

幼
児
食
教
室

5月12日（火） 10時～11時

1歳～1歳6
カ月の子ど
もと保護者
30組

幼児期の食生活に
ついての講義と個
別相談（おやつの試
食あり）

4月20日から
電話で。
☎856-3291
［先着順］

1
歳
児

歯
科
健
診

5月12日（火）
（❶9時15
分～9時半
❷10時～
10時15分）

1歳3カ月未
満の乳幼児
各回30人

歯科健診・歯科相談
4月23日から
電話で。
☎856-3264
［先着順］

▼家庭・地域教育学級「お外で遊
ぼう！友達作ろう！」

　友達、仲間を見つけてみません
か。6月4日～7月9日の木曜、10
時～12時、全6回。宮前市民館で。
1歳半～3歳の第1子がいる保護
者20人。別室保育あり（先着16人、
要予約。900円）。 5月8日10時
から直接か電話で。［先着順］
▼保育ボランティア養成講座
　5月14日～28日、7月16日の木
曜と実習1日、10時～12時、全5回。
区役所・宮前市民館で。講座修了
後もボランティア活動を希望する
20人。 4月15日10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

▼健康講座「呼吸器疾患について」
　5月15日（金）13時半～14時半。同
センターで。60歳以上の40人。講
師：小野田昌一（小野田医院院長）。
4月15日から直接か電話で。［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

▼お勧めスポーツデー
　予約なしで参加できる個人利用

日です。火曜：バスケットボール、
木曜：エアロビクス、土曜：シェイ
プアップエアロなど曜日ごとに種
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、運動着、ボー
ルなど持参（一部有料貸し出しあ
り）。詳細は問い合わせるかホー
ムページをご覧ください。

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

　いずれも市民プラザで。
▼短期講座受講生募集
　❶はじめてのフラダンス教室…
5月13日～7月15日の水曜、15時
半～17時、全10回。18歳以上の
女性15人。10,800円。❷着物モダ
ンリメイク…5月29日～6月26日
の金曜（6月12日を除く）、13時半
～15時半、全4回。18歳以上の15
人。6,200円。 いずれも4月15日
から受講料を添えて直接（電話予
約可）。［先着順］
▼フリーマーケット出店者募集
　5月24日（日）10時～15時。50店程
度。出店料1,500円。業者の出店
不可。高校生以下は保護者同伴。
4月25日（必着）までに必要事項

と参加人数、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］

保健福祉センターの健診・検診案内 区役所地域保健福祉課 856-3237
※電話予約は9時から受け付けます

内容　親子で遊ぼう、地域の子育て情報交換他　　定員　各回70組
対象　❶～❸のいずれかに当てはまる0歳～おおむね3歳の子どもと保護者
❶27年1月以降に宮前区に転入した人
❷ もっと地域のことを知りたい、地域の人と話したい人
❸保護者が共働きや外国人などで地域となじみのない人
4月21日10時から直接か電話で宮前市民館☎888-3911、 856-1436。［先着順］

親と子の子育て応援セミナー親と子の子育て応援セミナー
テーマ　「保育園の専門職から育児を
学ぼう」「子育ての仲間作り」
日時　5月11日、25日、6月1日、7月
6日の月曜、10時半～11時半、全4回
場所　地域子育て支援センターすが
お
対象　26年3月～12月生まれの子ども
と区内に住み在宅で子育て中の保護者で全回参加
できる25組。※同室保育あり。要予約

4月15日9時から直接か電話で区役所こども
支援室☎856-3290、 856-3171。［先着順］

場所 日時 対象地域

宮前市民館 6月12日（金）
10時～11時半

梶ケ谷、馬絹、宮崎、けやき平、小台、土橋、犬蔵、
神木、宮前平、野川

地域子育て
支援センターすがお

6月19日（金）
10時～11時半

南平台、平、神木本町、五所塚、白幡台、初山、菅生、
菅生ケ丘、水沢、潮見台

有馬・野川生涯学習支援
施設（アリーノ）

6月26日（金）
10時～11時半 有馬、東有馬、鷺沼

うぇるかむクラスうぇるかむクラス


