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冬季に流行するインフルエンザ、ノロウイルス感染症などへの対策のため、咳エチケットを守り、手洗いを忘れずにしましょう。 区役所衛生課☎856-3265

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10月1日現在）

22万9,481人

9万7,839世帯

　舞台でのパフォーマンス、各種団体の展示、屋台、大道芸、消防フェ
アなど、ことしも盛りだくさんの内容で開催します。ふるさと宮前の
ぬくもり、人のつながりを感じながら、秋の一日を過ごしてみませんか。
日時　11月19日㈰9時～15時（雨天決行）
場所　区役所・市民館とその周辺
※当日は図書館を含め、すべての駐車場が利用できません
　 区役所総務課☎856-3123 856-3119

※当日の開催の可否については
☎0180-991-320（テレドーム）

◦舞台公演（市民館ホール）
◦出店、各種団体の展示、大道芸　　　　
◦フォトコンテスト作品の展示
◦花苗の配布
◦体力テスト
◦キックターゲット（川崎フロンターレ）

　区民祭や地域のお祭りで、温かみあふれるカ
ラフルな作品たちを目にしたことはありません
か。区内15カ所にある障害者施設・作業所では、
日用品や小物、お菓子など、個性豊かな手作
り作品が作られています。
　障害のある人や家族にとって、身近な地域に

居場所となる施設があるのは、安心して暮らす
ことができる上で大切なことです。喫茶スペー
スを併設していたり、地域と一緒にお祭りを開
催している施設もあります。作品購入や、喫茶
利用、ボランティアなどを入り口に、誰もが安心
して暮らせる地域づくりに参加してみませんか。

◦古着と小型家電の回収
　（粗大ごみを除く）
◦紙すき体験コーナー

宮前生活環境事業所
☎866-9131 857-7045 

◦消防車などの展示
◦煙体験、放水体験、地震体験
◦消防士の子ども制服を着て

写真撮影など
宮前消防署

☎852-0119 862-2795 

～オカリナ、フルート、歌、ピアノで紡ぐ癒やしの調べ～
みやまえロビーコンサート第287回

日時　11月25日㈯13時～13時45分（12時半開場）
場所　アリーノ（有馬・野川生涯学習支援施設）
出演　K
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曲目　アメージンググレース、紅葉、ありがとう　他
区役所地域振興課☎856-3134 856-3280 多久和三津子Kyo-co

カラフル障害
者施

設・作業所から生まれる

主なイベント
消防フェア

今年は
、地元

野川の「
戦

せん 豆
ず 」

から猿
まわし

も登場
！

場所　宮前平公園
◦ふれあい動物園
　10時～12時
　13時～15時
◦冒険遊び場
　10時～15時

同時
開催

区役所企画課☎856-3133 856-3119

　昭和32年に川崎市の人口は50万
人を突破し、その頃から、現在の宮
前区でも次々に宅地開発が進み、新
しい団地が建てられました。
　写真の家族は、新たな「ふるさと」
となる造成中の土地を見に来たので
しょうか。子ども達の笑顔に夢と希
望が感じられます。

川崎市市民ミュージアム所蔵 ❹
「開けゆく川崎郊外」
（東名川崎インター付近）

世界にひとつだけの作品がここから生まれます（長尾けやきの里）

思い思いの布で織られるマット。それぞ
れのペースで完成させます（あーる工房）

区役所４階には、
障害者施設から
届いた絵が飾っ
てあります

第３６回 150万人都市記念

このまちが誰にとっても大切な「ふるさと」となりますように

宮前
区ふれあい公園

障害者施設と地区会館を合築した「まじわー
る宮前」には、ベーカリーカフェがあります

タイトル：「招き猫」

区役所高齢・障害課☎856-3304 856-3163
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宮前生活環境事業所（☎866-9131）で古着類の回収を行います。11月10日～18日（日曜除く）9時半～11時半、13時半～15時半

　子どもから高齢者まで、誰もが気軽
に楽しみながら「福祉」に触れられる内容
が盛りだくさんです。
日時　12月3日㈰10時～15時半
会場　宮前市民館全館と広場
主な内容　
ホール　●福祉大会･･･１０時～12時
●映画「ベトナムの風に吹かれて」（無料・申込不要）･･･13時半～15時半
各会場　認知症フォーラム、親子でリズミカル、チャレンジ障害者スポー
ツ、昔遊び体験、健康元気度チェック、まいCaféみ～や、巨大迷路、縁日、
模擬店、スタンプラリー（景品付き）、お絵かきコーナーなど

宮前区社会福祉協議会☎856-5500 852-4955

向丘出張所 0歳～就学前の子ども
と保護者30組 11月29日までに電
話かHPで。［抽選］
地域子育て支援センター土曜開所

　 11月25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）。

宮前市民館
☎888-3911 856-1436

これはイジメではありません？！
子ども達の友人関係を考える

　子ども達同士の関わり方を知り、
大人の寄り添い方を考えます。 1月
23日～2月27日の火曜、10時～12
時、全6回 宮前市民館 20人（保
育有。1歳半～就学前の5人。900
円） 12月1日10時から直接、電話、
HPで。［先着順］
宮前区地域教育会議「子ども会議」

　「かわさき子どもの権利の日のつど
い」に参加して、「私は地域の観光大
使」をテーマに、自分の地域の「ステキ」
を話し合います。 12月16日㈯14
時～16時 宮前市民館 小学5年～
高校3年生40人 11月24日17時ま
でに直接、電話、HPで。［抽選］

菅生分館
☎977-4781 976-3450

認知症サポーター養成講座
　 12月15日㈮13時半～15時半
菅生分館 40人 11月17日10時か
ら直接、電話、FAX、HP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

吉川元子ピアノリサイタル
　 11月19日㈰15時
～（開場14時半） アリ
ーノ 1,000円（飲物
付き） 直接か電話で。

［事前申込制］

宮前スポーツセンター
〒216-0011宮前区犬蔵1-10-3

☎976-6350 976-6358

1～3月開催 第4期スポーツ教室
　子どもから高齢者まで幅広い年代

区役所地域振興課
☎856-3134 856-3280

特設行政相談所
　専門相談員が年金や登記など国の
業務の相談を受けます。会場へ直接。

11月20日㈪13時～16時 フレル
さぎ沼4階（鷺沼1－1）
市内トップスポーツ団体による
スポーツ体験会

　ミニサッカーゲーム、アメフット体
験、ミット打ち（ボクシング）体験、ア
ンプティサッカー体験など、選手やコ
ーチと触れ合えます。会場へ直接。

12月3日㈰9時半～11時半 フロ
ンタウンさぎぬま（土橋3-1-1） 同施
設☎854-0210 862-5030

区役所地域支援担当
☎856-3302 856-3237

みんなで楽しくストレッチ！
　会場へ直接。子ども同伴の場合は、
事前に連絡を。 11月27日㈪13時
半～15時 宮前市民館大会議室
認知症サポーター養成講座

　 12月15日㈮14時～15時半 区
役所大会議室 100人 11月16日
から直接か電話で☎856-3308。［先
着順］
パーキンソン病の基礎知識と治療
について

　 12月13日㈬10時～11時45分
区役所大会議室 50人 11月16日
から電話かFAXで。 ☎856-3255
856-3237。［先着順］

区役所保育所等・地域連携担当
☎856-3290 856-3237

こどもサポート南野川
クリスマスイベント「親子でリズム」

　 12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20組 12月5日ま
でに電話かHPで。［抽選］
ひよっこ向丘

「親子で楽しもう♪人形劇」
　 12月13日㈬10時半～11時半

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

を対象にした33教室を開催。詳細は
HPまたは電話で。 11月30日（必着）
までに必要事項（市版5面）と教室名、
年齢も記入し往復ハガキで。［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
ダンスパーティー

　 12月5日㈫❶フラダンス・フォー
クダンス…9時半～11時半。会場へ
直接。❷社交ダンス…13時～15時
半 男女各30人 11月15日9時か
ら直接か電話で。［先着順］
短期講座
❶香りで健康大作戦…アロマセラピー
の利用法など。 1月26日、2月9日、
23日の金曜、13時半～15時、全3
回 24人 1,000円❷切り絵… 1
月9日～2月13日の火曜、13時半～
15時半、全6回 12人 670円～
1,960円❸コーラス入門 … 1月22
日、2月5日、19日、3月5日の月曜、
9時半～11時半、全4回 30人 50
円 ❶❷11月15日9時から本人が教

材費を添えて直接。［先着順］❸11月
15日から25日までに本人が82円切手
を持参し直接。［抽選］

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（自動体外式除
細動器）の取り扱いの講義と実習。受
講者には修了証を交付。 12月11
日㈪13時半～16時半 宮前消防署

30人 800円 11月27日9時 か
ら電話かFAXで。［先着順］

　書道や絵画など、子どもたちの作品が会場を彩ります。入賞作品は、
後日、区役所・出張所などでそれぞれ展示を行います。

日時　11月25日㈯・26日㈰9時～17時
　　　※表彰式：11月26日㈰15時～16時
会場　宮前区役所 ４階大会議室、2階ロビー
日時　12月2日㈯13時～16時、3日㈰9時～14時
　　　※表彰式：12月3日㈰10時～11時
会場　向丘小学校アリーナ

区役所地域振興課☎856-3135 856-3280
向丘出張所☎866-6461 857-6453

●芸能　11月25日㈯、26日㈰、11時～17時。ホールで。
 舞踊、民謡、歌謡、詩吟、着付けなど
●茶道　11月25日㈯、26日㈰、10時半～15時。和室で。
●展示　11月25日㈯～29日㈬、10時～17時。ギャラリーで。
　　　　11月25日㈯、26日㈰、10時半～17時。２階ホワイエで。

　市民館２階ホワイエで。宮前区役所２階のショーケースに、体験講座の
作品見本を展示します。 11月16日（必着）までに往復ハガキに必要事
項（市版５面）と講座名、日時、電話番号も記載し〒216-0006宮前区宮前
平2-20-4宮前市民館☎888-3911 856-1436。［抽選］

第16回みやまえ福祉フェスティバル

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

12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

妊娠期に必要な栄養
をとれる献立の調理
実習。離乳食への応用
も。500円程度。

11月16日
から電話で。
☎856-3291

離乳食教室
＊❶❷は
　同じ内容

❶12月4日㈪
❷12月19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。母子健康手帳、
筆記用具、抱っこひ
も持参

❶11月15日
❷11月21日
から電話で。
☎856-3291

１歳児
歯科健診

12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

11月16日
から電話で。
☎856-3264

©「ベトナムの風に吹かれて」製作委員会

日時 講座名 定員・費用
11月25日㈯13時～15時 華道「クリスマス」 10人・1,000円
11月26日㈰13時～15時 華道「竹にいけるお正月花」 10人・1,200円
11月25日㈯、26日㈰
10時半～15時

クレイアート「ハンバーガー
のマグネット」

各日
15人・800円

宮前地区・向丘地区青少年作品展

宮前区文化協会

宮
前
地
区

作
品
展
示
向
丘
地
区

作
品
展
示

行政サービス端末終了
のお知らせ

　区役所・出張所・行政サービス
コーナーなどに設置している行政
サービス端末は、12月28日㈭19
時で終了します。なお、マイナンバー
カードの利用で、同様の証明書を
全国の主なコンビニで取得できま
す。詳細は市HPをご覧ください。

市民文化局戸籍住民サービス課
☎200-2342 200-3912

会場
宮前市民館

体
験
講
座

活
動
発
表
会

～体験して地域の福祉を知ろう～


