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町内会・自治会に加入しませんか。夏祭りなど町内会・自治会が主催する行事は、地域のつながりを深める大切な場にもなっています。 区役所地域振興課☎856-3135

宮前区ホームページ　http://www.city.kawasaki.jp/miyamae/　［区版］は区の情報を中心に掲載しています。

（平成29年6月1日現在）

22万9,390人

9万7,742世帯

自由研究のマナー
●撮影するときには、許可を得てから。
●話を聞くときは、あいさつ・お礼を忘れずに。
●時間を割いてもらうことへの感謝を忘れずに。

喜びに満ちたリオ　～ボサノヴァの調べ～
みやまえロビーコンサート第283回

日時　7月29日㈯13時～13時45分（12時半開場）
場所　アリーノ2階集会室
出演　ヒミコアンジェリカ（ボーカル・ピアノ）
　　　川満直哉（フルート・サックス）
演奏曲目　Samba de verao（サマーサンバ）他

区役所地域振興課☎856-3134 856-3280

まちの中にはフィールドがいっぱい。自分の住むまちを知れば、まちがどんどん好きになる―
この夏、まちの自由研究に取り組んでみませんか？　 宮前区役所企画課☎856-3133 856-3119 

みやまえハテナノタネ・自由研究のＭｅ！

他にも、こんなまち調べはどうでしょう

区役所企画課☎856-3133 856-3119

　「鷺沼プール」は、昭和43年（1968年）にオープンしました。当初は来場者が年間10万人を
超えるなどにぎわいましたが、平成14年度に廃止されました。現在は、「カッパーク鷺沼」とし
て、土橋小学校や「ふれあい広場」、「フロンタウンさぎぬま」などが整備されています。

❷

　謎解きをしな
がら、地域の自
然や歴史に触れ
合い、勉強もで
きる教材です。
実際に活動して
いる人たちに話
を聞いてみると、
さらに学びが広
がります。 区役所・出張所・図書館な

どで配布中

　まちの中には、いろいろな専門店があり、見て回るだけでも立派なまち
調べになります。さぎ沼商店会では、8月に「まちゼミ」を開催予定。それ
ぞれのお店が専門分野を生かして、たくさんのミニ講座を企画します。お
店の人にいろいろ話を聞いてみるチャンスです。詳細は、さぎ沼商店会
HPで順次公開される予定です。　

　

　全国各地から、日々さまざまな生鮮
品が集まる北部市場（宮前区水沢1-1-
1）。卸売業者や仲卸業者、関連事業者
など、たくさんの人が働く場所ですが、
一般向けにも市場見学を行っている他、
夏休みには子ども向けの食育講座など
も開催されま
す（市版6面で
参加者を募集
しています）。

商店会　～専門知識とプロの技に触れる～

「鷺沼プール」

大人も
子どもも

北部市場
～「川崎の台所」をのぞいてみる～

みやまえ６つの謎解きに挑戦しよう！

ヒミコアンジェリカ

川満直哉

市場見学

対象　団体（小学3年生～大人10
人程度～）　時間　60分～90分
内容　職員が市場の概要を説
明しながら、市場内を案内しま
す。普段は入ることができない
卸売場や巨大冷蔵庫の見学も。
詳細は、市ＨＰをご覧ください。

検索北部市場　見学
中央卸売市場北部市場

☎975-2211 975-2242

図書館には
地域資料が
そろっていて
なんでも気軽に
相談できます。

図書館で調べよう

古代川崎の
役所と
お寺の謎

大昔のお墓・
古墳の謎

雑木林と
人間の
暮らしの謎

きれいな川に
住む鮎の謎

「神様の木」
とご本尊
の謎

ホタルの
光の謎

　まちの中に直売所が
点在する宮前区。区
内には、大型農産物
直売所セレサモス（宮前区宮崎2-1-4）もあ
ります。直売所に並ぶ農産物の種類や、
育て方などを調べてみましょう。宮前区産
の農産物だけを使った料理を作るのも面白
いかもしれません。　
　また、8月はブルーベリーの最盛期。
区内のブルーベリー畑で摘み取り体験を
楽しみながら、生産者に栽培の苦労話な
どを聞いてみては。
参考 『宮前区農産物直売所Guide＆Map』
　　　　（区内の直売所の一覧と地図）

『ぐるっとみやまえ』
　（ブルーベリー狩りなど、区内の
　「体験できる農」を紹介）

※どちらも区ＨＰからダウンロードできます

　市では、「も
のづくり」に関
する、極めて

優れた技術・技能を発揮する匠
を「かわさきマイスター」として
認定しています。宮前区にも、
食品サンプル作りや家具作り、
造園などの達人がいます。市
ＨＰで、達人たちの仕事ぶりや、

情熱を紹介して
います。どんな
人がいるのか調
べてみましょう。

検索かわさきマイスター
経済労働局労働雇用部

技能奨励担当
☎200-2242 200-3598

農産物直売所
～地産地消を楽しむ～　

かわさき
マイスター

～わがまちの「匠
たくみ

」発見～

本物そっくりの
食品サンプル

ハテナノタネを使って

事業発足
20周年

検索さぎぬまどっとこむ
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蚊の発生を防いで、快適な夏を過ごしましょう。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☎856-3265

区役所地域支援担当 856-3237　
※電話予約は９時から受け付けます教室・健診案内保健福祉

センター

日程・時間（受付時間） 対象 内容・費用他  
［先着順］

プレママ
プレパパ
クッキング

8月3日㈭
9時45分～13時

（9時半～）

妊娠20～33週
ごろの妊婦と

パートナー10人

妊娠期の献立の調理実
習。離乳食への応用も。
材料費500円程度。

 7月18日から
電話で。

☎856-3291
離乳食
教室

※❶❷は
同じ内容

❶8月7日㈪
❷8月22日㈫
いずれも10時～11時
半(9時半～ )

4~5カ月児と
保護者

各回40組

離乳食の始め方や進め
方について。母子健康
手帳、筆記用具、抱っ
こひも持参

❶7月 18日
❷7月 24日
から電話で。
☎856-3291

１歳児
歯科健診

8月8日㈫
❶(9時15分～9時半)
❷（10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20日から
電話で。

☎856-3264

健福祉センター1階第1相談室 2歳
～3歳5カ月の子どもと保護者 直接
か電話で。［事前申込制］

区役所保育所等・地域連携担当
☎856-3290 856-3237

地域子育て支援センター土曜開所  
　 7月22日㈯10時～15時半 地
域子育て支援センターさぎぬま 就
学前の子どもと保護者（小学生不可）。
いっしょにつくろう「季節の折り紙」  

　 7月19日㈬10時半～11時半 こ
どもサポート南野川 0歳～就学前の
子どもと保護者。会場へ直接。

市消防防災指導公社
☎366-2475 272-6699

普通救命講習会
　心肺蘇生法やＡＥＤの取り扱いの講
義と実習。修了証を交付します。 8
月21日㈪9時～12時 宮前消防署
30人 800円 8月7日9時から電話
かFAX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

夏のジャズコンサート
　出演：福本純也ボイルストンJazzカ
ルテット。 7月22日㈯14時～16時

アリーノ 1,000円 直接か電話
で。［事前申込制］

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

　 いずれも市内在住60歳以上で全
回参加可能な人 ❶7月18日までに

区役所地域振興課
☎856-3125 856-3280

宮前区観光協会「大山街道を歩く」
　赤坂御門～大山山頂の大山街道を
歩きます。 9月27日、10月25日、
11月30日、12月27日、30年1月31
日、2月28日、3月28日、5月9日の水
曜（11月は木曜）、9時半～16時、全
8回 現地集合･解散 原則全回参加
可能で1日4～5時間、10～15km歩
ける15人 一般12,000円、観光協
会会員8,000円（資料代1,000円は別
途） 8月14日（消印有効）までに往復
ハガキに必要事項（市版5面）とFAX番
号も記入し郵送で〒216-8570宮前
区役所地域振興課。［抽選］
緑化活動団体への花苗支援

　区内の公有地にある花壇
を自主管理している30団体程度
を対象に花苗を提供します。 10月
30日～11月30日 8月31日（必 着）
までに区役所などで配布の申請書に
記入し、花壇への案内図と花壇の図
面・写真を添え、直接か郵送で〒216-
8570宮前区役所地域振興課。［選
考］。※提出書類は返却しません。

区役所地域支援担当
☎856-3267 856-3237

じゃんぷ（発達フォロー教室）
　発達が少し気になる子との関わり方
を親子遊びを通して一緒に考えません
か。 7月25日、8月22日、9月26日
の火曜、10時～11時半、全3回 保

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

毎年恒例　子ども向け巡回映画会開催

あそびランドをもっと楽しむ！ サポーター養成講座

【上映予定作品】　「はらぺこあおむし」
「森のなかまたち」「月とあざらし」他

宮前地区青少年指導員会事務局（区役所地域
振興課内）☎856-3135 856-3280

　盆踊りや和太鼓演
奏、サッカーアトラクショ
ン、縁日など。

８月１日㈫１６時半～
２０時半、荒天中止

フロンタウンさぎぬま（土橋3-1-1）
同施設☎８５４-0210 ８６２-5030 上映日時 会場

7月18日㈫18時半～ 野川小学校体育館※
7月19日㈬18時半～ 南野川小学校グラウンド（雨天中止）
7月20日㈭18時半～ 宮崎台小学校体育館※
7月21日㈮18時半～ 有馬・野川生涯学習支援施設（アリーノ）
7月22日㈯19時～ 小台公園（雨天時：小台八幡会館）
7月23日㈰18時半～ 鷺沼小学校体育館※
7月24日㈪18時半～ 宮前平小学校体育館※
7月27日㈭18時半～ 土橋２丁目公園（雨天時：土橋会館）
7月29日㈯19時～ 西野川小学校グラウンド（雨天時：体育館※）
8月5日  ㈯18時半～ 三ツ又広場（雨天時：三ツ又会館）

※体育館の会場は、外履き袋を持参してください

❷7月19日までに本人が82円切手を
持参し直接。［抽選］
❶写真入門講座

　 8月22日 ～10月10日 の 火 曜、
10時～12時、全8回 15人 20円。
❷脳と体のいきいき教室

　 9月5日～10月24日の火曜、14
時～15時半、全8回 25人 150円。

菅生分館
☎977-4781 976-3450

親子でほっと子育てしませんか？
　 9月12日、26日、10月17日、31日、
11月7日の火曜、10時～12時、全5回

菅生分館 乳幼児の保護者など20
人。保育あり（開講時3カ月以上の12
人、費用900円） 7月20日10時から
直接、電話、HPで。［先着順］

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

家庭・地域教育学級「宮前親子学級」
　 9月7日～12月14日の木曜（11
月23日は除く）と11月22日㈬10時～
12時、全15回 宮前市民館 200
円 26年4月2日～28年4月1日生ま
れの第1子と保護者17組（保育保険

料800円）と対象年齢以上の子どもを
持つ保護者5人（保育なし） 7月31日

（必着）までに必要事項（市版5面）と
子どもの氏名、生年月日、性別も記
入しハガキ、FAX（到達確認の電話
要）、HPで。［抽選］
市民自主学級「わが町の発見とコ
ミュニケーション・ウォーク」

　郷土の歴史・文化財などを学び、ま
ちを歩きます。 9月9日～11月18
日（10月21日と11月4日は除く）の土
曜、14時～16時、 全9回 宮前市
民 館 他 30人 300円 7月15日
10時から直接、電話、HPで。［先着順］
市民自主企画事業「宮前うたごえ楽座」 

　主に昭和の歌を歌い、時代背景も
学びます。 8月～30年1月の毎月
第4金 曜（9月は 第5、10月は 第2金
曜）、10時～12時、全6回 宮前市
民館 80人 7月20日10時から直
接、電話、HPで。［先着順］
「みやまえ子育てフェスタ2017」
(10月21日)参加団体募集

　活動を紹介したい区内の子育てサ
ークル・協力団体を募集します。 7
月31日までに、市民館などで配布す
る申込用紙を記入し、直接、郵送、
FAX（到達確認の電話要）で。［抽選］

夏休みイベント特集夏休みこどもボルダリング体験会
７月２５日㈫、２７日㈭、

８月８日㈫、１０日㈭の
１１時～１２時、１６時～１７時 

宮前スポーツセンター 
小学生(保護者同伴) 各１０人 各回１００円

７月１５日から直接か電話で宮前スポーツセ
ンター☎976-6350 976-6358。［先着順］

フロンタウンで夏まつり

いずれも宮前市民館 小・中学生と保護者
※❶以外は保護者のみ、子どものみの参加も可

講座名 日時 定員・費用 持ち物
❶クレイアート

「ハートの額」
7月25日㈫
13時～17時

10人
800円

クリアファイル、発泡スチロールのトレイ、
ボンド、持ち帰り用の箱

❷プラバン
色鉛筆アート

7月25日㈫、
8月8日㈫
13時～15時半

各日10人
大人300円
子ども200円

色鉛筆、ネームペン、
描きたいものがあれば下絵（18cm×12cm）

❸着物の着付け
と半巾帯結び

7月28日㈮
13時～15時

20人
無料

保護者：着物（浴衣）、半巾帯、他一式
子ども：浴衣、半巾帯（へこ帯）、肌着、他一式

❹浴衣講習会 8月4日㈮
13時半～15時半

20人
1,000円

浴衣、半巾帯、腰ひも2～3本、帯板、伊達じめ
※Tシャツの上からでも着られます

❺華道
「夏を涼しく♪」

8月8日㈫
13時半～15時半

10人
1,000円 花ばさみ、持ち帰り袋

7月15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（❶❺は子どもと保
護者で別々に制作か、子どものみ制作か、材料の必要個数も）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］

宮前区文化協会　「夏休み親子講座」参加者募集
作品見本を区

役所

2階ロビーのシ
ョーケース

内に展示してい
ます

　8月20日の「夏休み子どもあそびランド」を盛り上げましょう。
参加者には、ボランティア活動証明書と修了証を発行します。

8月8日㈫～10日㈭の10時～12時、全3回
宮前市民館 中学・高校・大学生20人
7月15日10時から直接、電話、HPで

宮前市民館☎888-3911 856-1436。［先着順］


