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住民票や市税の証明書などの交付、図書返却サービスは鷲沼行政サービスコーナーでも行っています。（鷲沼駅北口。祝日を除く平日7時半～19時、土・日曜9時～１７時）

　　  みやまえロビーコンサート
＊～ハープの調べ～癒やしの響き～＊
第259回

日時　７月29日㈬12時５分～12時45分
場所　向丘出張所２階大会議室
出演　栗原千晶（ハープ）
曲目 グリーンスリーブス（イギリス民謡）
 引き潮（マックスウェル）他
区役所地域振興課☎856-3134、 856-3280

　川崎フロンターレが運営するフットサル
コート「フロンタウンさぎぬま」で、子どもも
大人も楽しめる「夏まつり」を開催します。
日時　８月６日㈭16時半～20時半
場所　フロンタウンさぎぬま
内容　盆踊りや和太鼓の演奏会、飲食物の
販売（かき氷、ラムネ、焼きそばなど）、サッカー
アトラクションや縁日（ヨーヨー釣り、射的、わ
なげなど）。※荒天中止。詳細はホームページ
をご覧ください

フロンタウン
さぎぬま
☎854-0210、
862-5030、
http://www.

frontown.com/

フロンタウンで夏まつり

子ども向け巡回映画会

　家族そろってお楽しみください。
会場へ直接。

上映作品　「勇気あるホタルととべ
ないホタル」「まんが日本昔

ばなし」「にじいろのふしぎないし」な
ど

区役所地域振興課☎856-3135、
856-3280

上　映　日　時
会　　場

７月11日㈯

18時半

有馬・野川生涯学習支援施設（アリー
ノ）

７月14日㈫ 南野川小学校体育館※上履き持参

７月16日㈭ 野川小学校体育館※上履き持参

７月17日㈮ 宮崎台小学校体育館

７月18日㈯ 19時
小台公園（小台2-24）
※雨天時：小台八幡会館（宮前平2-

15-12）

７月22日㈬ 18時半 宮前平小学校体育館

７月25日㈯ 19時 西野川小学校グラウンド※雨天時：
体育館

７月26日㈰

18時半

鷺沼小学校体育館

７月30日㈭
土橋２丁目公園（土橋2-13-1）
※雨天時：土橋会館（土橋２-13-２）

７月31日㈮
三ツ又広場（馬絹1378-12）
※雨天時：三ツ又会館（三ツ又広場内

）

８月１日㈯ 県営有馬団地集会所（東有馬5-15）

区役所地域振興課☎856-3135、
856-3280

ポプリ♪サロンコンサート
　市内各地を巡る「ポプリ♪サロンコンサート」が宮前区にやってきます。
日時　７月27日（月）11時15分～12時場所　有馬・野川生涯学習支援施設（アリーノ）出演 ラムネーズ（＝写真、連弾ピアニスト）曲目　スラブ舞曲第10番（ドボルザーク）、ハンガリー舞曲第５番（ブラームス）他市民文化パートナーシップかわさき☎ 813-1550。ミューザ川崎シンフォニーホール☎520-0200、 520-0103

村田美貴 小坂友紀子

藤本慎也
渡部佑ニ

区文化協会主催「夏休み親子講座」
　いずれも対象は小・中学生と保護者。クレイアート以外は大人のみ・子どものみの参加も可。宮前市民館で。作品の見本を6月20日から区役所ロビーのショーケース内に展示します。

７月17日（必着）までに往復ハガキに希望講座名、郵便番号、住所、参加する子どもの氏名（ふりがな）、年齢、保護者の氏名、電話番号を記入し〒216-0006宮前区宮前平2-20-4宮前市民館☎888-3911、 856-1436。[抽選]※華道、クレイアートについては子どもと保護者で別々に制作か、子どものみの制作かも記入。

日 時 講 座 名 定員・費用・持ち物
７月28日㈫
13時～16時

ハワイアンリボンレイ
「小物作り」（ストラッ
プ・チョーカーなど）

10人。材料費500～1,000円。筆記用具、作品持ち帰り用の袋
７月28日㈫
13時～16時

華道
「夏をいける」

10人。材料費1,000円。花ばさみ、作品持ち帰り用の袋７月31日㈮ 
13時～15時

着付け
「浴衣の着付け」

20人。無料。浴衣、半巾帯またはへこ帯、肌着、すそ除け、腰ひも３本、タオル１枚８月４日㈫
13時～16時

クレイアート
「チャーム」（飾り物）

10人。材料費1,000円。ラジオペンチ、発泡スチロールのトレー、作品持ち帰り用の袋８月４日㈫ 
13時半～16時

「かんたん！かわい
い！プラバン・色鉛
筆・アート」

15人。材料費１人1枚、大人300円、子ども200円。色鉛筆、可能ならネームペン、作品持ち帰り用の袋。12㌢×18㌢以内の好きな絵の持参も可８月７日㈮
14時～15時半 けん玉にチャレンジ!! 30人。無料。けん玉を持っている人は持参

夏休み子どもあそびランド2015達人養成講座「バルーンアートの達人になろう」
　８月23日㈰に開催する「夏休み
子どもあそびランド2015」で、バ
ルーンアートを子どもたちに教え
る“達人”になりませんか。 
日時　７月30日、８月６日、20日

の木曜、10時～12時、全３回
場所　宮前市民館
対象・定員　あそびランドの当日
に参加できる中学生以上20人
※保育あり（１歳半～就学前の3

人、要予約、先着順、1人900円）
７月15日10時から直接か電

話で宮前市民館☎888-3911、
856-1436。[先着順]

　盆踊りや和太鼓の演奏会、飲食物の

日時日時　７月30日、８月６日、20日 ※保育あり（１歳半～就学前の3
856-1436。[先着順]

菅生分館で学ぼう ❷手でおしゃべりしよう ❸戦争を“忘れない”から“知る”へ

　手話でのあいさつや自己紹介

の仕方を学びます。
日時　Ａコース：７月23日、30日、

８月６日の木曜、13時半～15時。

Ｂコース：８月４日㈫～６日㈭、10

時～11半時。いずれも全３回

場所　菅生分館
定員　各15人（小学3年生以下

は保護者同伴）
費用　100円（資料代）

❶ピンホールカメラで
撮影してみよう
　レンズとカメラの仕組みを楽し

く学び、撮影と現像を行います。

日時　８月３日㈪10時～15時

場所　菅生分館
対象・定員　小学生15人（小学1

～2年生は保護者同伴）
費用　500円（材料費）

❶７月15日10時から❷❸７月15日13時から直接か電話で
菅生分館☎977-4781、 976-3450。［先着順］

　この夏、戦後70年を迎えます。戦

争を「知る」時間を作ってみませんか。

日時　8月2日㈰、9日㈰の13時半～

15時半と8月16日㈰、19日㈬ の10

時～12時半、全４回（２回は現地見学）

場所　菅生分館、明治大学平和教

育登戸研究所資料館（多摩区東三田

1-1-1明治大学生田キャンパス内）他

対象・定員　中学生以上20人

費用　100円（保険料）

栗原千晶栗原千晶

夏休み子どもあそびランド2015達人養成講座「バルーンアートの達人になろう」
夏休み子どもあそびランド2015達人養成講座

夏イベン
トに行ってみよう！

夏休みは
イベントが盛

りだくさん！ 子どもも大人も一緒になって楽しんでみませんか。
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　南平台なかよし公園で花壇の手入
れをしているのは、２６年度に新しくグ
ループを結成した「南平なかよしガー
デン」の皆さんです。花壇作り、花苗
植えなどを行っています。グループの
メンバーは、「花壇を作成してから、公
園を訪れる人に『きれいになったね』と
声を掛けられることがうれしい。今後もきれいな公園を維持していきたい」と
語ってくれました。
　現在、区まちづくり協議会では、市民主体の花と緑のあふれるまちづくり
の推進を目的に、一部の公園で花壇作りを行うグループを募集しています。
グループの立ち上げから花壇作りや花苗の提供まで、お手伝いしますので、
詳細はお問い合わせください。
区役所地域振興課☎856-3125、 856-3280

日　程 時間（受付時間） 対　象 内容・費用他

3 9歳まで
の 健 診 ・
保 健 指 導

検査日
８月10日㈪ （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も
行います

７月16日から電話で。
☎856-3254
[先着順]結果説明日

８月24日㈪ （８時45分～９時）

禁 煙 相 談 ９月４日㈮ 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

８月18日から電話で。
☎856-3266
[先着順]

１ 歳 児
歯 科 健 診 ８月４日㈫ （❶9時15分～9時半）

（❷10時～10時15分）
1歳3カ月未満の乳
幼児30人 歯科健診・歯科相談

７月15日から電話で。
☎856-3264
[先着順]

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
<お願い>　ベビーカーは自己管理をお願いします健診・検診案内保健福祉

センター

区役所地域保健福祉課
☎856-3291、 856-3237

プレママ・プレパパクッキング
　妊娠期に必要な栄養を上手に取る
ことができる献立の調理実習。離乳
食への応用方法も。９月３日㈭９時45
分～13時。区役所保健福祉センター
で。妊娠20～33週頃で体調の整っ
た妊婦とそのパートナー10人。500
円程度。 ８月14日から電話で。［先
着順］

区役所こども支援室
☎856-3290、 856-3171

こどもサポート南野川　
「いっしょにつくろう！」
　親子で折り紙を楽しみませんか。
かわいい「共同作品」ができ上がりま
す。7月１５日㈬１０時半～１１時半。
こどもサポート南野川（野川2604）
で。０歳～就学前の子どもと保護者。
会場へ直接。

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

市民自主企画事業「ママとママを
結ぶハンドメイドの会」
　ハンドメイドの講座を開催。リボン
アクセサリー（❶大人用ヘアクリップ
❷子ども用ヘアゴム2つ❸子ども用
カチューシャ）を作ります。９月11日

㈮10時～12時。宮前市民館で。区
内在住・在園の就学前の子どものい
る女性10人。保育あり（要予約、１
歳半～就学前の３人、先着順）。❶
400円❷❸300円。 ７月31日から
直接か電話で。［先着順］
市民自主企画事業「みやまえ子育
てフェスタ2015」参加団体募集！
　乳幼児のいる保護者への情報発信
と交流を目的としたイベントを10月
24日㈯に開催。区内の子育てサーク
ルなど、参加団体を募集します。30
団体程度。 7月31日（必着）までに
申込用紙（市民館などで配布中）を直
接か郵送で。［抽選］
市民自主学級・宮前親子学級
「いっしょに育とうママもキッズも」
　9月10日～12月17日の木曜（9月
24日を除く）と9月26日㈯、10時～
12時、全15回。宮前市民館で。全
回出席できる区内在住の24年4月2
日～26年4月1日生まれの第1子の保
護者と子ども17組（保育あり、希望

❹ 地域で花壇を作りませんか

区内を花でいっぱいに～緑化活動への花苗支援～

プログラム 内　容 曜
日 時　間 対象・定員 費用

シェイプ
アップ
サーキット

有酸素運動と筋力
トレーニングの複
合エクササイズ

月 19時半～
20時

中学生以上、
当日先着10人 200円

金 20時15分～
20時45分

スムース
モーション

筒状のポールを使
用し、筋肉を包ん
でいる「筋膜」をほ
ぐします。ケガ予
防につながります

月 20時15分～
20時45分

金 19時半～
20時

宮前スポーツセンター☎976-6350、 976-6358

　仕事帰りにも参加できます。予約なしでいつからでも参加できますのでお
気軽にお試しください。

宮前スポーツセンター
夜間開催のショートプログラム

　区内の公有地にある花壇を自主管理している団
体に、区まちづくり協議会を通じて、花苗を提供
しています。花いっぱいのまちにしませんか。
募集団体数　30団体程度
提供時期　１０月２６日から１１月３０日まで
※花苗の種類・色は指定できません

申込書に花壇への案内図・花壇の図面・現在

の様子が分かる写真を添え、８月31日（必
着）までに直接か郵送で〒216-8570宮前
区役所地域振興課☎856-3125、 856-
3280。[選考] ※申込書は８月３日から区役
所などで配布。提出書類は返却しません。
支援決定団体は10月1日㈭に開催する説
明会に参加してください。

宮前スポーツセンター

支援を受けて完成した花壇。きれいに咲きました

者多数の場合は抽選）と対象年齢以
上の子どもの保護者5人（保育なし）。
大人1人200円、子ども1人800円。
7月31日（必着）までに子どもの氏

名・生年月日・性別・保育の有無も記入
して郵送かFAXで。［抽選］

菅生分館
〒216-0015宮前区菅生5-4-11

☎977-4781、 976-3450 

すがお☆片づけ塾ビギナーズ
　“捨てられない人”が対象。いま、で
きることから始めてみませんか。９月
10日、17日、10月８日、29日、11
月12日の木曜、10時～12時、全５回。
菅生分館で。30人。 ７月30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

　いずれも同センターで。市内在住
の60歳以上が対象。

　楽しくフラダンスを踊りましょう。８
月３日～31日の月曜（8月24日を除
く）、10時～11時半、全４回。20人。
７月17日までに申込者本人が82円
切手を持参し直接。［抽選］
写真入門講座
　楽しく写真を撮る方法を学びます。
８月18日～10月13日の火曜（９月22
日を除く）、10時～12時、全８回。
15人。資料代10円。 ７月17日ま
でに申込者本人が82円切手を持参し
直接。［抽選］ 
脳と体の若返り教室
　運動による認知症予防の可能性に
ついて、筋力トレーニングの実践を通
して学びます。９月１日～10月27日
の火曜（９月22日を除く）、14時～15
時半、全８回。20人。500円。 ７
月17日までに申込者本人が82円切手
を持参し直接。［抽選］  

ハワイアンフラダンス講座
区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照


