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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7月1日現在）

22万9,285人

9万7,703世帯

区役所企画課
☎856-3133 856-3119

 1968年（昭和43）4月25日 東名高
速道路（東京IC〜厚木IC間、35.0
㎞）開通当日、東京料金所（宮前区
南平台）の料金ゲート前で並ぶ人た
ち

❸
「開通一番乗り」 ～夏に聴くポップス・ヴァイオリンの調べ～

みやまえロビーコンサート第284回

日時　８月21日㈪12時５分〜12時45分　
場所　宮前区役所２階ロビー
出演　皆

みなかわ

川真
ま り な

里奈（バイオリン）　惠
え む ら

村友
ゆ み こ

美子（ピアノ）
演奏曲目　少年時代、美女と野獣、情熱大陸 他

区役所地域振興課☎856-3134 856-3280 皆川真里奈 惠村友美子

　さまざまな障害のある皆さんが練習を重ね、プロの演奏家、ソリストたちとの
セッションを原語で披露します。地域の市民合唱団や福祉ボランティアの皆さん
とともに、一体となって作り上げるコンサートです。各施設での食品・作品など
の展示販売コーナーも。
日時　９月５日㈫13時半（開場12時半）　場所　宮前市民館大ホール
定員　当日先着800人（入場無料）
第1部　出演　区内障害者施設・作業所の皆さんによる合唱
曲目　・未来へ／Ｋｉｒｏｒｏ　・夢をかなえてドラえもん
　　　・交響曲第9番第4楽章「歓喜の歌」より／ベートーベン
第２部　出演　ソプラノ：冨平安希子、メゾソプラノ：長谷川忍、
指揮：阿部未来、テノール：伊藤潤、バリトン：三塚至　ピアノ：
山田武彦、バイオリン：石田泰尚と神奈川フィルによるステージ
曲目　ニュー・シネマ・パラダイス、リベルタンゴ他

区役所地域振興課☎856-3134 856-3280

　第１部では、大ホールいっぱいに広がる和太鼓の
響きを楽しめます。第２部では、かがり火と宮前平
中学校美術部が作ったちょうちんで飾られた幻想的
な雰囲気のなか、太鼓の力強い演奏が響きます。
　また、宮崎中学校美術部が描いた宮

みや

前
さき

ねぷた
のお披露目に合わせ、こどものいえもも保育園児
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」も楽しめます。日本の夏を「からだ」
と「こころ」で感じることができる一日です。

日時　８月26日㈯13時50分〜20時
場所　第１部…市民館大ホール
　　　第２部…区役所市民広場※雨天時は市民館大ホール
ゲスト　友野龍士、宮迫葵、石田憲二郎、kakuei (OAU)、小島徳秋
出演　野川囃子保存会、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、野川親子太鼓 大地、野川种太鼓、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

神奈川フィルハーモ
ニー管弦楽団　
ソロコンサート
マスター石田泰尚

実行委員会委員
國井裕司さん

宮前ねぷたを作成した、
宮崎中の生徒さん

墨とロウで描いた
私たちの伝統の宮

みやさき

前ねぷた。
ぜひご覧ください

響け！みやまえ太鼓ミーティング～宮前に集え！太鼓でエールをつなごう～
響け！みやまえ太鼓ミーティング～宮前に集え！太鼓でエールをつなごう～

第18回しあわせを呼ぶコンサート

コンサートにむけて
施設の皆さんと共に、日々
楽しく頑張っております！

　 夏 休 みの 一日、
市民館全館を使って
行います。 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！

宮前市民館☎888-3911 856-1436

こんな催しを予定しています。
　氷で自由に遊ぶコーナー・バ
ルーンアート・折り紙・ベーゴマ・
囲碁・将棋・竹とんぼ・ぶんぶんご
ま・おやつクッキング・ヨーヨーつ
り・紙芝居・編み物・シュロバッタ
作り・ミニボウリング・床上カーリ
ング・魚つりゲーム・缶バッジなど
日時　8月20日㈰10時〜15時　
場所　宮前市民館　
費用　無料
　　　（一部材料費が必要）

企画運営委員長
の三村嶺夫さん

子どもがさまざまな
遊びに触れる様子を直接
目にすることが何よりの

やりがいです

ド子 ラ夏休み ど ンも 2017あそび

つながる夏　宮前

サポーター（学生ボランティア）、
企画運営委員も募集中

　模擬店やプラネタリウ
ム、 人型ロボット「ペッ
パー君」も来場。
日時　８月27日㈰
　　　10時〜15時　
場所　アリーノ

アリーノ（有馬・野川生
涯学習支援施設）☎853-
3737 853-3746

夏休み
子どもフェスタ

©井村重人
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まだまだ暑い日が続きます。こまめな水分・塩分補給で熱中症を予防しましょう。エアコンなども上手に使いましょう。 宮前消防署☎852-0119

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

9月7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。

８月16日
から電話で。
☎856-3291

離乳食
教室

※❶❷は
同じ内容

❶9月11日㈪
❷9月25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

❶８月21日
❷８月28日
から電話で。
☎856-3291

幼児食
教室

9月5日㈫
10時～11時
(９時45分～ )

１歳～２歳１カ月
の子どもと
保護者30組

幼児期の食生活につ
いて。おやつの試食、
歯科相談あり

８月17日
から電話で。
☎856-3291

１歳児
歯科健診

9月12日㈫
(９時15分～９時半)

（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

８月17日
から電話で。
☎856-3264

宮前区
栄養士
研修会

9月1日㈮
14時～16時半

（13時半～）

区内在住・在勤の
栄養士・管理栄養
士等（栄養士業務
未経験でも可）

災害時の食生活支
援についての講義・
グループワーク

８月16日
から電話で。
☎856-3291

センターへ。☎ 977-2577。［選考］
小学校に向けた年長児保護者の相談会

　 ９月14日㈭14時半～16時半
保健福祉センター 30年４月に小学
校に就学する子どもの保護者５０組（保
育有、要予約） ８月16日９時から
直接か電話で。［先着順］

宮前市民館
☎888-3911 856-1436

市民自主学級
❶「あなたの隣にもいるセクシャルマイ
ノリティー 性の多様性について学ぶ」
　 9月3日㈰、24日㈰、10月7日㈯、
14日㈯、29日㈰の10時～12時（9月
24日のみ13時半～15時半）全5回
宮前市民館 30人。保育あり（1歳半
～就学前、5人、900円、先着順 ） ８
月16日10時から直接、電話、市ＨＰで。

［先着順］
❷「一緒に歌おう子育てしよう」
　合唱を通して子育ての仲間作り。

9月12日、26日、10月3日、17日、
24日、11月7日、14日、21日、12
月5日、12日の火曜、10時～12時、
全10回（発表会を開催予定） 宮前市
民館 生後2カ月から2歳までの乳幼
児の保護者20人 ８月15日10時か
ら直接、電話、市ＨＰで。［先着順］
地域課題対応事業

「思い出し俳句で、生きがいづくり」
　回想法を利用した脳のトレーニング。

10月５日～11月９日（11月2日を除く）
の木曜、14時～16時、全５回 宮前

区役所地域振興課
〒216-8570宮前区宮前平2-20-5
☎856-3125 856-3280

まちづくり広場ラブみやまえ
「宮前楽市」参加団体募集
　30年2月10日に実施する日頃の活
動成果の発表や交流のイベント。10
月10日㈫か、16日㈪の相談会に参
加必須。詳細は区役所などで配布中
のチラシ兼申込用紙をご覧ください。

区内の市民活動団体30団体程度
９月20日（必着）までに申込用紙

を直接、郵送、FAXで。［抽選］
秋期ポールウォーキング＆ストレッチ教室

　 ９月１日～12月22日の祝日を除く
金曜、13時～14時10分 フロンタ
ウンさぎぬま 600円 各回25人

初回は８月25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］

区役所保育所等・地域連携担当
☎856-3271 856-3237

] 11/11㈯開催 第５回すがお手つな
ぎまつり　ボランティア募集

　 地域子育て支援センターすがお
中学生以上 10月14日までに蔵敷

こども文化センターなどで配布中の申
込用紙を直接かFAXで蔵敷こども文化

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

市民館 20人 ８月15日10時から直
接、電話、市ＨＰで。[先着順]

菅生分館
☎977-4781 976-3450

「地域の居場所」を考えよう
　サロンやカフェなどの「地域の居場所」
の意義や運営について考えます。 ９
月21日、10月12日の木曜、10時～12
時、全２回 菅生分館 30人 ８月
17日10時から電話か直接。［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

第三期10～12月開催スポーツ教室
　親子スポーツやヨガなど31教室の
受講者を募集（保育付きの教室もあり）。

5,200円～8,500円。詳 細はHPか
電話で 8月31日(必着)までに往復ハ
ガキに必要事項（市版5面）を記入し郵送
で。[抽選]

市民プラザ
〒213-0014高津区新作1-19-1

☎888-3131 888-3138

「趣味の教室」　新規受講生募集
　茶道・盆栽・コーラス・レザークラフト・
ストレッチ＆健康体操・エアロ＆ストレッ
チなど23講座28教室。 詳細はお問
い合わせください。
ダンススポーツ

　生涯スポーツとしてダンスを始め
てみませんか？ ９月９日～11月25日

（9月23日と11月11日を 除く）の 土
曜、全10回❶ベーシック:９時半～11
時20分❷ステップアップ:12時～13
時50分 男女各30人(❶❷ともに)
市民プラザ 12,340円(❶❷ともに）

8月26日から直接、市民プラザ体
育施設フロント☎857-8818 866-
0382。[先着順]

区社会福祉協議会
〒216-0033宮前区宮崎2-6-10 4階

☎856-5500 852-4955

「男性のためのセカンドライフ充実講座」
　定年前後の男性の地域デビューの
きっかけ作り。 9月5日～10月31
日（10月3日を除く）の火曜、14時～
16時、全8回 福祉パルみやまえ
随時、電話か配布中のチラシに必要
事項を記入しFAXで。
映画「みんなの学校」上映会

　 8月28日㈪13時半から 宮前市
民館大ホール 会場へ当日直接。

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

後期講座(10～3月)受講者募集
　60歳以上対象の初心向け講座。編
み物や体操など10講座。詳細はお問
合せください。 ８月26日までに本人
が82円切手を持参し直接(９時～16
時)。１人1講座のみ。［抽選］
短期講座「創作折り紙」

　 10月13日、27日、11月10日、24日、
12月8日の金曜、13時半～15時半
全回出席可能な10人 1,500円 ８月
18日までに本人が82円切手を持参し
直接(９時～16時)。［抽選］

まちの魅力を再発見！

　 ❶❷いずれも８月23日（消印有効）までに往復ハガキにイベント名、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（区観光協会事務
局）☎856-3135 856-3280。[抽選]

衆議院議員選挙の小選挙区が改定されました
　衆議院議員選挙の小選挙区の区割りが改定され、宮前区では「神木本町１
～５丁目」が、神奈川県第１８区から神奈川県第９区に変更されました。次の
衆議院議員選挙から、新しい小選挙区で選挙が行われます。
　変更となった地域の方には、あらためてお知らせする予定です。
　なお、投票所予定施設は、これまで通り、当日投票は「向丘中学校」、期
日前投票は「宮前区役所」または「向丘出張所」となります。

区役所総務課☎856-3127 856-3119

第３６回宮前区民祭
出店・出演団体募集

　11月19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、宮前
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25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：〒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をご覧
ください。区HPからもダウンロードできます

❶「宮前区観光ボランティア養成講座」参加者募集
　区の魅力を発信する「観光ガイド」になりませんか。
日時　９月13日、20日、27日、11月８日、22日、29日、12月13日の水曜、13時半～15時半、全7回
場所　区役所会議室他　対象　原則として全回参加可能な25人
費用　会員1,000円、一般2,000円（７回分）

❷「宮前区再発見・見て・聞いて歩こう」参加者募集
日時・コース　９月12日㈫、10月24日㈫、11月14日㈫、12月14日㈭、２月13日㈫、３月13日㈫、9時～12時
半、全6回。距離は3～5km。現地集合解散。荒天時は１週間後に延期
対象　原則として全回参加可能な25人　費用　会員3,000円、一般6,000円（６回分）
持ち物　飲み物、雨具、タオルなど

「不登校も特別
支援学級もない
同じ教室で一緒
に学ぶふつうの
公立小学校のみ
んなが笑顔にな
る映画」

©関西放送テレビ


