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22万9,257人

9万7,671世帯

宮前図書館、蔵書冊数約２４万５千冊。
新聞１１紙。雑誌１２２誌。

　本の背表紙を眺めながら書棚の間を歩くうちに、いろいろな本と出合えるのが、
図書館の楽しみです。読書の秋、始めてみませんか。

宮前図書館☎888-3918 888-5740
自動車文庫「たちばな号」は、
市内で1台のみ。宮前図書館
が基地となり、７区を巡回し
ています。区内では、宮前美
しの森公園（犬蔵）、宮前休日
急患診療所前（馬絹）・有馬さ
くら公園・東高根森林公園の4
箇所のポイントがあります。

　布の絵本やエプロ
ンシアターは、一般
の本と同じように借
りられます。

（28年度）

　１０月から、宮前区の魅力発信番
組がイッツコムチャンネルで始まりま
す。YouTubeでも配信予定。詳細
は次号でお伝えします。

区役所企画課☎856-3133
856-3119

「知ってほしい、わたしの好きな宮前区」
●第１２回フォトコンテスト作品募集　
　区まちづくり協議会では区内の美しい場所や景
観、まちづくり活動などの写真を募集します。30年
２月に表彰と、全ての応募作品の展示を行います。
テーマ　「知ってほしい風景」「まちづくり活動」
応募方法　作品を２Ｌサイズ（縦横どちらでも可）で
プリントし、裏面に区役所・市民館などで配布して
いるチラシの応募票を貼り付けてください。
　１個人、１団体につき２点まで応募できます。

１０月２日～１２月８日（必着）に直接か郵送で
〒216-8570宮前区役所地域振興課。［選考］

●第１１回フォトコンテスト作品巡回展示会
　前回の作品の巡回展示会を開催します。
宮前区の魅力を再発見してください。
日時・場所
◎９月５日㈫～１１日㈪10時～１７時
　アリーノ（有馬・野川生涯学習支援施設）
　2階フリースペース・ギャラリー　
◎１０月３日㈫～１０日㈫９時～１７時
　まじわーる宮前（宮前地区会館）１階
◎１０月２５日㈬～１１月２日㈭８時半～１７時
　向丘出張所１階　ロビー

区役所地域振興課（区まちづくり協議会事務局）☎856-3125 856-3280

前回の審査委員長特別賞
「一瞬！」（中川 芳夫さん）

フォトコンテスト

読書の秋～図書館を楽しもう！

2週間に1度、
40分だけの図書館。

図書館は、人がつくる。

ある晴れた一日、

楽しそうな音楽に誘われて公園をのぞくと、

自動車文庫が来ていました。

木陰の椅子で、絵本に夢中の子どもたち。

親子でおしゃべりしながら本選び。

いつもそこにあるわけではないからこそ。

本との一期一会を楽しむ原点がありました。

趣味を広げたいとき、知識を深めたいとき、何かを決めたり選択したりするとき。

わくわく、ドキドキしたいとき。本は人生を豊かにしてくれます。

一生かかっても読みきれない本たちの中に、

かけがえのない一冊との出合いがきっとあるはずです。

図書館には、職員だけでなく、

いろいろな人が関わっています。

読み聞かせボランティアの「ひよこ」や、

布の絵本づくりの「もこもこ」など、

宮前図書館ができた当初から３０年以上　

活動を続けているグループもあります。

●まちのことについて知りたい　　図書館3階の地域資料コーナーへ
●最近、小さい字が読みづらくて・・・　　文字が大きい大活字本があります
●返却期限が迫っているが、仕事が忙しく図書館までなかなか行けない
　　　鷺沼行政サービスコーナー（鷺沼駅前）の返却ポストもご利用ください
●横浜市の図書館の方が近いなあ・・・　
　　　協定により、横浜市の図書館でも本が借りられるようになりました
●スポーツは好きだけれど、全然読書をしないウチの子・・・ 
　　　「川崎フロンターレと本を読もう！」事業

※詳しくは、図書館職員におたずねください

★ご存知ですか？　こんなコーナー・こんなサービス

おはなし会
　「ひよこ」「ハ
イジの会」が
水曜と土曜に
行っています。

　地域で読書活動を行う市民グループが企画するイベン

ト。市民館ギャラリーなどを使って、絵本・児童書の展示

（ことしのテーマは「北欧」）や読み聞かせ、親子で参加で

きる紙芝居作りのワークショップなど、さまざまな催しが

行われます。詳細は問い合わせるか図書館などで配布の

チラシをご覧ください。

１０月１３日㈮～１８日㈬　10時～16時

※16日㈪はのぞく

本とお話の一週
間

　ひと針ひと針
心をこめて。年
に２～３作品を
仕上げます。

ぐる〜っと
みやまえＴＶ

Coming Soon!



区 版 みやまえ2017（平成29）年　9月1日号　No.1168ここからみやまえ区版です 02

９月２４日～３０日は結核予防週間です。２週間以上、咳・たんが続く場合は、早めに医療機関を受診しましょう。 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

10月5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。離乳食への応用方
法も。材料費500円程度。

9月15日
から電話で。
☎856-3291

離乳食
教室

※❶❷は
同じ内容

❶10月10日㈫
❷10月24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

❶9月19日
❷9月25日
から電話で。
☎856-3291

１歳児
歯科健診

10月10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

9月19日
から電話で。
☎856-3264

冒険遊び場シンポジウム
「子どもの発達に必要な遊びとは？」
　 10月12日㈭10時～12時 宮
前市民館大会議室 80人。保育あ
り（1歳半～就学前の10人、要予約）

9月15日からＦＡＸかメール（保育
希望の場合は子どもの人数と年齢も
記入）で宮前区冒険遊び場ネットワー
ク事務局 330-1806 miyamae.
bouken@gmail.com ［先着順］

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
　 9月30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）。
食育講座「にこにこもぐもぐ」

　 10月26日㈭13時半～14時半
中有馬保育園 6カ月～12カ月の子
どもと保護者6組 9月25日から電話
で中有馬保育園☎ 854-0425。［先
着順］

区役所地域支援担当
☎856-3362 856-3237

❶認知症介護者教室…講話やタッピン
グタッチの実演など。 10月27日㈮、
11月14日㈫の10時～12時、全2回

認知症の人を介護している家族20人
❷こどものアレルギー・ぜん息教室…
専門医に聞く日常生活の工夫や治療。

10月5日㈭14時～15時半 30人
（保育5人、要予約） ❶❷とも保健
福祉センター集団教育ホール ❶❷9
月15日9時から電話かFAXで。［先着順］

宮前市民館
☎888-3911 856-1436

学んで、広めよう。楽しいIT講座 　　
　生活を楽しくするタブレット・スマホ
などの活用と広める方法について。

10月11日～11月8日の 水 曜、14
時～16時、全5回 30人 9月15日
10時から直接、電話、HPで。［先着順］
「紛争のない明日へ～今、世界で何が
起こっているか知っていますか？」

　世界各地の紛争問題について、現
地を取材したジャーナリストなどから
学びます。 11月1日、8日、15日、
23日、29日の水曜（23日のみ木・祝）、
14時～16時、全５回 宮前市民館他

20人 9月16日10時から直接、電
話、HPで。［先着順］

区役所地域振興課
〒216-8570宮前区宮前平2-20-5

☎856-3125 856-3280

雑草を活用する「ずぼらガーデニング」
　 10月3日㈫10時～12時 宮前
市民館 花壇を管理する団体や個人
20人 9月15日から区役所などで配
布の申込用紙を直接、FAXか電話で。

［先着順］
「まちづくりウオーキング」～野川
　まちづくりに関わる団体や施設を紹
介しながら約3時間、4km程度を歩き
ます。 10月27日㈮13時半～16時
半（雨天中止） 野川台公園前バス停
集合 20人 9月15日から直接か電
話で。［先着順］
大山街道がつなぐ宮前・高津
歴史ウオーキング

　専門家と一緒に大山街道を歩きま
す。 ❶10月4日㈬10時～15時半

（二子新地駅～武蔵溝ノ口駅）❷10月
11日㈬10時～13時（梶が谷駅～鷺沼
駅）。現地集合解散。雨天時は翌々日
に延期 ❶❷とも参加できる25人
9月19日（必着）までに生年月日も記入
し往復ハガキで。［抽選］※1枚で2人ま
で応募可
宮前区観光協会

「川崎市の市民公園と周辺を歩く」
　市内の他、江戸城外堀や鶴見線沿
線などを歩きます。 10月11日、11
月15日、12月6日、30年1月10日、2
月14日、3月14日の水曜、9時～16時、
全6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25人 一般8,000円、観光協会
会員5,000円 9月16日（消印有効）ま
でに必要事項（市版5面）とFAX番号を
記入し往復ハガキで。［抽選］

区役所地域ケア推進担当
☎856-3300 856-3237

あつまれ！ こども自然探検隊！
「里山遊びコース」
　里山遊び、さつまいも掘りなど。

11月12日㈰9時半～12時 とんも
り谷戸（生田緑地内初山地区） 区内
在住の小学生15人（4年生以下は保護
者同伴） 9月20日～10月3日に電話
かFAX（学年も記入）で。［抽選］

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

市民自主学級
「みやまえライター養成講座」
　記者から取材や記事編集などの基礎
を学びます。 10月14日、28日、11
月4日、11日、25日の土曜、10時～12
時、全5回 宮前市民館 20人 9月
15日10時から直接か電話で。［先着順］
みやまえＣ級グルメ料理教室
宮前区の農産物で「ウブな南蛮漬け」

　 10月15日㈰10時～13時 アリ
ーノ 12人。保育あり（1歳半～就学前
の５人、要予約） 600円 9月20日
10時から直接か電話で。［先着順］

地域の力で学校を元気に！ 放ってお
けない、子どもたちの放課後

　地域の寺子屋事業コーディネーター
養成講座。 10月28日㈯から全5回。
詳細はお問い合わせ下さい 高津市民
館、区内小学校他 20人 10月4日
10時から直接、電話、FAXで高津市民
館☎814-7603 833-8175。［先着順］

菅生分館
☎977-4781 976-3450

「みんなの学びの場」をデザインする
　講座やイベントの作り方をわかりや
すく学びます。 10月23日～12月11
日の月曜（11月20日と12月4日は除く）
13時半～15時半、全6回 菅生分館

概ね４０歳以上の20人 9月25日
10時から直接、電話、HP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

卓球教室（初・中級）
　 11月13日～30年3月19日の 月
曜、全12回 7,900円。詳細はHPか
電話で 10月6日（必着）までに往復ハ
ガキで。［抽選］

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歳以上の人。
敬老のつどい

　 9月22日㈮9時半～12時：演芸大
会、13時半～14時半：バイオリンとピ
アノのコンサート。会場へ直接。
いきいき健康フェア

　インフルエンザと「お口の清潔」につ
いて。 10月23日㈪13時半～15時
半 40人 9月25日から直接か電話
で。［先着順］
短期講座
❶「西洋絵画史入門」 11月1日～12

月6日の水曜、13時半～15時半、
全6回 40人 60円
❷「そば打ち」 11月29日 ㈬10時 ～

14時 8人 900円
❸「自分らしい葬送」 11月14日 ㈫

13時半～15時 40人 300円
❶❷9月25日までに本人が82円切

手を持参し直接。［抽選］❸9月15日から
本人が教材費を持参し直接。［先着順］

市消防防災指導公社
☎366-2475 272-6699

普通救命講習Ⅰ
　心肺蘇生法やＡＥＤ（自動体外式除
細動器）の取扱いの講義と実習。修
了証交付。 10月8日㈰9時～12時

宮前消防署 30人 800円 9月
25日9時から電話かFAXで。［先着順］

15時キックオフ　対ベガルタ仙台

年末たすけあい見舞金 申請
　年末たすけあい運動の募金を財
源とした見舞金の申請を受け付けま
す。対象者など詳細はお問い合わ
せください。 10月31日（消印
有効）までに、区役所や出張所で配
布中の申請書と必要書類を直接か
郵送で〒216-0033宮前区宮崎２-
６-１０ ４階、宮前区社会福祉協議
会☎８５６-５５００ ８５２-４９５５。

多摩川ポールウオーキング＆フロンターレ観戦ツアー
　ポールを使ったウオーキングの講習を受け、
等々力陸上競技場まで歩きます。選手との記念
撮影（予定）も。雨天時は観戦のみ。 二子新地
駅改札前10時半集合 30人 大人3,000円、
小・中学生2,000円（チケット・弁当代含む） 9月
15日から10月2日までに直接か電話でフロンタウ
ンさぎぬま☎854-0210 856-5030。［抽選］

フロンターレ区民無料招待
　区全町内・自治会連合会と区スポーツ推
進委員会が、宮前区内在住の100組（200
人）を無料招待します。

9月20日（消印有効）までに往復ハガキに
必要事項（市版５面）を記入し〒216-8570
宮前区役所地域振興課☎８５６-３１３５

８５６-３２８０。［抽選］　※複数応募不可

～フルートとギターで紡ぐポップスの調べ～
みやまえロビーコンサート第285回

日時　９月２６日㈫１２時５分～１２時４５分
場所　宮前スポーツセンター１階区民サロン
出演　秋元茉里（フルート）、伊藤雅昭(ギター )
曲目　イマジン                                          
　　　イエスタデイ・ワンス・モア         
　　　 ホテル・カリフォルニア 他    

区役所地域振興課
☎856-3134 856-3280 秋元茉里 伊藤雅昭

川崎フロンターレを応援しよう！10/14
㈯

おい C たの C ｏｍｍｕｎｉｔｙ　C
シー シー

Cちゃん


