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蚊の発生を防いで、快適な夏を過ごしましょう。放置された空き缶、バケツ、植木鉢の受け皿などの水たまりをなくし、家の周りでの蚊対策に取り組みましょう。　 区役所衛生課☎856-3270

　「気持ちいい～」「よ～し、やってみよう」公園
に子どもたちの元気な歓声が響きわたります。
　今日は冒険遊び場の開催日。ターザンロー
プや木登り、ベーゴマ、どろんこ遊びなど、子
どもたちがやりたい遊びを見つけて、五感をフ
ルに活用して思い切り遊んでいます。
　冒険遊び場は「自分の責任で自由に遊ぶ」を
モットーに、子どもたちが夢中になって遊ぶこ
とができる場所です。地域のボランティア団体
が主体となって近くの公園で開催しており、誰
でもどこからでも自由に参加できます。

　開催日時や場
所は区ホームペー
ジや「web版みや
まえ子育てガイド『とことこ』」で確認ができま
す。ぜひ気軽に遊びに来てください。
　定期的な情報交換会や一緒に冒険遊び場活
動を行う「宮前区冒険遊び場ネットワーク」に参
加してくれる、団体・個人の皆さんも募集してい
ます。詳細はお問い合わせください。

区役所こども支援室☎856-3118、 856-
3119

❺ もっと外遊び
みやまえ冒険遊び場

みやまえロビーコンサート
＊カンツォーネの楽しみ＊
第260回

日時　８月25日㈫
12時5分～12時45分
場所　区役所２階ロビー
出演　日

ひ な た

向由
よ し こ

子（メゾソプラノ）、
田
た

尻
じり

かをり（バイオリン）、向
さきさか

坂由
ゆ み こ

美子（ピアノ）
曲目　夢みる想い、アル・ディ・ラ他

区役所地域振興課☎856-3134、 856-3280

　多くの区民が集まる宮前区民祭。ことしは
10月18日㈰に区役所・市民館周辺で開催しま
す。
❶出店…50ブース程度。応募資格は、区内福
祉団体・公益団体・商店街連合会加盟店、その
他実行委員会が認めた団体

❷舞台出演…区内の団体
８月24日(消印有効)までに申込用紙を直接か

郵送で。❶出店…〒216-8570宮前区役所地
域振興課☎856-3135、 856-3280。［選考］
❷舞台出演…〒216-8570宮前区役所高齢・障
害課☎856-3244 、 856-3163。［選考］
※詳細は区役所、出張所で配布中の申込用紙
か区ホームページをご覧ください

宮前区民祭　出店・出演団体募集

　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。
日時　９月９日㈬13時半～16時半
場所・定員　宮前消防署・30人

８月18日から直接か電話で市消防防災指導公社
（川崎区小田7-3-1）☎366-2475、 366-0033。
［先着順］

　災害による被害を少しでも減らすためには、地域
での助け合いが大切です。地域の防災訓練に参加し
ましょう。市総合防災訓練を、ことしは宮前区で開催
します。ぜひご来場ください。（詳細は市版４面参照）
◆災害応急対策活動訓練（中央卸売市場北部市場）
ライフライン応急復旧・救出救助訓練、防災フェアなど
◆住民参加型避難所体験訓練（宮前平中学校）
居住スペース体験、災害用トイレの設置など

区役所危機管理担当☎856-3114、 856-3119

“いざ”というときに備えよう！
８月30日㈰は市総合防災訓練

　宅地内への雨水流入を防ぐための「土のう」を配布
しています。必要な場合には事前連絡の上、道路
公園センターにお越しください。今後、宮前警察署
や宮前消防署と連携し交番などにも配備します。

区役所道路公園センター☎877-1661、 877-
9429

台風・ゲリラ豪雨による
被害を防ごう

事前の備えが
大切です

夏休み子ども
あそびランド

    こんな催しがあります

氷大作戦（氷で遊ぶコーナー）、バルーンアート、ベー
ゴマ、囲碁、将棋、竹とんぼ、ぶんぶんごま、シュシュ
作り（編み物）、おやつクッキング、ヨーヨー釣り、刺
子でコースター作り、シュロバッタ作り、ミニボウリン
グ、床上カーリング、魚釣りゲーム、缶バッジなど

　地域の人たちと一緒に遊ん
で夏の思い出を作りましょう。
時間　10時～15時
場所　宮前市民館全館
費用　無料。材料費がかかるコーナーもあります

宮前市民館☎888-3911、 856-1436

普通救命講習会

日向由子

田尻かをり

向坂由美子

8月22日㈯ 8月23日㈰

　毎年恒例の真夏の和太鼓のお祭り「響け！みやまえ太鼓
ミーティング」。みやまえの夏を体と心で感じることがで
きる１日です。宮崎中学校美術部が描いた「宮前ねぷた」
のお披露目、こどものいえもも保育園の園児たちのかわ
いい荒馬踊り、地域の伝統芸能「野川神明社祭囃子」な
ど盛りだくさんのプログラムです。

　大ホールの利点を活
い

かした響きが楽しめます。演奏体
験コーナーや浴衣の着付けブースも。

　かがり火と宮前平中学校美術部が作る提灯で飾られた
幻想的な雰囲気の中、太鼓の力強い演奏が響きます。
ゲスト　和太鼓×マリンバG

ガ ナ

ONNA
出演　大塚太鼓、川崎太鼓仲間 響、平保育園、鼓音と
楽鼓隊、どんどこ、南平こども樽太鼓、野川親子太鼓 
大地、ひばり太鼓会、横浜都筑太鼓、和太鼓 里空、和
太鼓 蓮、和太鼓チーム 親子DON！！

区役所地域振興課☎856-3125、 856-3280

第１部　13時50分～17時半
宮前市民館大ホール

第２部　18時～20時
区役所市民広場（雨天時は市民館大ホール）
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ントを28年2月13日㈯に開催。活動
紹介や成果発表、体験コーナーで交
流を深めませんか。対象は区内の市
民活動団体30団体程度。詳細は区
役所などで配布中の申込書をご覧く
ださい。 ９月30日（必着）までに申
込書を直接、郵送、FAXで。［選考］

区役所こども支援室
☎各担当へ、 各担当へ

保育士、栄養士、看護師から学ぶ
連続講座「なないろタイム」

　園児の様子を見ることもできます。
９月3日、10日、17日の木曜、13時
半～14時半、全３回。菅生保育園で。
6カ月～12カ月の子どもと保護者7
組。 ８月17日から電話で菅生保育
園☎ 977-9320。［先着順］
親と子の子育て応援セミナー

　保育士、栄養士、看護師、先輩マ
マから育児に関する情報が得られま
す。手遊びなどの「お楽しみタイム」も。
10月６日、20日、27日、12月1日の
火曜、10時15分～11時15分、全4
回。地域子育て支援センターさぎぬ
まで。５カ月～１歳２カ月の子どもと保
護者25組。 ９月1日から電話で☎
856-3290、 856-3171。［先着順］
「すがお手つなぎまつり」
地域スタッフ・出演者募集

　世代を超えた地域の人の交流を通
して、楽しく子育てできる環境を作る
ための“お祭り”を11月14日㈯に地域
子育て支援センターすがお周辺で開
催。❶スタッフ：中学生以上20人❷
出演者：10団体程度（個人も可）。
❶10月17日❷９月19日までに菅生
分館などで配布中の申込用紙を直接
かFAXで菅生こども文化センター☎

976-0444。［選考］※後日説明会
を実施。❶11月７日㈯、❷９月26日
㈯、いずれも10時～12時。

宮前市民館
〒216-0006宮前区宮前平2-20-4

☎888-3911、 856-1436

Ｃ級グルメ料理教室〜「家族だん
らん生春巻き」アレンジ版〜

　地場産野菜を使った料理教室。９月
5日㈯10時～13時。宮前市民館で。
20人。500円。エプロン、三角巾、

❶❷いずれも８月26日（消印有効）までに往復ハガキに講座名・イベント名、郵便
番号、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、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］

宮前区観光協会主催イベント

　区内の観光名所を発掘・発見し、地域の名産やグルメ情報通になって、区の魅力を
発信する“観光ガイド”になりませんか。実際の現場での実地研修も行います。
日時･場所　９月９日㈬、30日㈬、10月14日㈬、28日㈬、11月10日㈫、25日㈬、
12月9日㈬。全7回。いずれも10時～12時。区役所会議室
定員　原則として全回参加可能な25人
費用　一般：2,000円、観光協会会員：1,000円（保険料含む）
持ち物　筆記用具など（実地研修時は、飲み物・雨具・履きなれた靴も必要）

開催日 内　容 《集合場所→解散場所》
9月15日㈫ 野川・たちばな古代ロマンコース《野川台公園→能満寺バス停》

10月20日㈫ 土橋・竹の里社寺めぐり《宮前平駅→宮前平駅》

11月17日㈫ 道今昔（鎌倉古道からNEXCOプラザ川崎）《犬蔵公民館前→東名向丘入口バス停》
12月15日㈫ 平瀬川源流の水沢の森探索《清水台バス停→清水台バス停》

28年2月16日㈫はな桃と古代人の墓《宮崎台駅→宮崎台駅》
3月15日㈫ 有馬川の湧水《鷺沼駅→有馬第ニ団地前バス停》

布巾を持参。保育あり（先着5人。1
人30円。要予約）。 8月18日10時
から直接か電話で。［先着順］
市民自主学級「市民の社会科」

　地域の歴史、認知症、自然エネルギー
など、身近なテーマで社会を学びます。
戦争遺跡を歩くフィールドワークも。9月
30日～11月11日の水曜と11月17日㈫、
28日㈯、全9回。13時半～15時半（最
終回は9時半～14時半）。全回出席でき
る50人。資料代500円程度。 ８月15
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 

ハワイアンアクセサリーづくり
　９月11日～11月６日の隔週金曜、
10時～12時、全５回。菅生分館で。
15人（子ども連れも可）。1,000円（5
回分）。 ８月15日10時から直接か
電話で。［先着順］
着物モダンリメイク

　９月14日、10月５日、26日の月曜、
10時～12時、 全３回。 菅生分館で。
初めて参加の15人。着物地、裁縫セッ
ト、メジャー、物差しを持参。 ９月２
日10時から直接か電話で。［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

夏休み子どもフェスタ
　模擬店や科学マジックショー、移動式
プラネタリウムなどの体験教室。家族
や友達と楽しみませんか。８月23日㈰
10時～15時。アリーノで。会場へ直接。

宮前スポーツセンター
〒216-0011宮前区犬蔵1-10-3

☎976-6350、 976-6358

みやすぽ“健幸セミナー”
「天気予報で体調管理」
　９月26日㈯15時半～17時。同セン
ターで。中学生以上40人。スポーツ
ウエア、室内履き、タオルを持参。
8月22日から直接か電話で。［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。60歳以上。
後期講座受講生募集

　塗り絵、編み物、朗読、楽らく体操、
近代史、カリグラフィーとパステルアー
ト、ハーモニカ、健身気功、身体と仲
良くなる運動、食生活、男性の料理、
全11講座。詳細はお問い合わせくださ
い。 8月20日までに本人が82円切
手を持参し直接（９時～16時）。［抽選］
健康のつどい「楽しく運動」

　椅子で出来る運動の紹介。９月９日
㈬ 9時～15時。40人。 ８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

デッサン教室
　10月1日～12月17日（10月22日、
11月12日を除く）の木曜、全10回。❶
13時～15時❷15時半～17時半。 市
民プラザで。各20人。15,000円。 8
月15日から直接か電話で。［先着順］

区役所地域保健福祉課
☎各担当へ、 856-3237

親子の食育教室
「味がわかる力を身につけよう！」
　9月27日㈰10時～13時。 宮前市
民館で。区内在住の４～12歳の子ど
もと保護者15組。エプロン、バンダ
ナ（大人のみ）、 布巾、 室内履き（子
どものみ）を持参。１人500円程度。

８月21日９時から電話かFAXで☎
856-3291。［先着順］
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れ
る調理実習。10月1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。1人500円
程度。 ９月11日９時から直接か電
話で☎856-3291。［先着順］
ボランティア募集！パーキンソン病
の人の仲間づくりを応援しよう！

　交流会で一緒に楽しく活動するボ
ランティアです。病気を患いながらも
地域で生活している人を応援しません
か。経験・資格は不問です。 随時
直接か電話で☎856-3263。

区役所地域振興課
〒216-8570宮前区宮前平2-20-5

☎856-3125、 856-3280

市民活動団体PR映像制作講座
「仲間を増やすPR映像を作ろう」
　９月5日㈯14時～16時。 区役所保
健福祉センターで。区内の市民活動団
体に所属する30人（個人も可）。 ８月
１７日から直接か電話で。［先着順］
第２期ポールウオーキング教室

　９月４日～12月18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。600円。 初
回は８月28日から、２回目以降は開
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。［先着順］
まちづくり広場ラブみやまえ
「宮前楽市」参加団体募集
　区内の市民活動団体が集まるイベ

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

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
９月14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

８月17日から
電話で。
☎856-3254
[先着順]

結果説明日
９月28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

９月8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
８月18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健診・検診案内保健福祉

センター

❶宮前区観光ガイドボランティア養成講座

　ウオークイベントで区の魅力を再発見してみませんか。
日時・コース　下表参照。いずれも9時20分～12時半。全6回。
約2.5～４㌔。現地集合現地解散。荒天時は１週間後に延期
定員　原則として全回参加可能な25人
費用　一般：6,000円、観光協会会員：3,000円（保険料含む）
持ち物　飲み物、雨具、タオルなど

❷ウオークイベント「宮前区再発見・見て・聞いて歩こう」

宮前区の子育て情報を、地域ポータルサイトやフェイスブック・ツイッターで発信しています。区ホームページと併せてご覧ください。　 区役所こども支援室☎856-3118


