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区役所１階には「記念撮影コーナー」（区内ＰＲキャラクターのメロー・コスミンのボード）があります。結婚・出生などの届出で来庁された記念に写真を残しておきませんか。

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30年5月1日現在）

23万843人

9万9,021世帯

誕生

赤ちゃん
訪問

　民生委員・児童委員や地域のボランティアが運営。
赤ちゃんを遊ばせながら、ママ同士ゆっくりお話しが
できます。お近くの広場・サロンへどうぞ。
地域支援担当☎856-3302 856-3237

子育てサロン
ひよっこ向丘
猪股さん

　区内21カ所の保育園の園庭を地域の親子の方に
開放しています。親子で保育園体験や園の行事に参
加できる園もあります。保育士・栄養士などがいます
ので、気軽に子育て相談ができますよ。
保育所等・地域連携☎856-3290 856-3237

　区内に8カ所あり、就学前のお子さんと親子で気軽に遊
べる場所です。子育てに関する講座やイベント、子育て情
報の提供・相談なども行っています。庭もある地域子育て
支援センター「さぎぬま」と「すがお」は、ランチ持参OK。「土
曜開所」（隔月で開所）も行っています。
保育所等・地域連携☎856-3290 856-3237

●6月の土曜開所情報
日時　６月２３日㈯１０時～１５
時半　場所　地域子育て
支援センターすがお　対象　
就学前の子どもと保護者（小
学生不可）　赤ちゃんが生まれる前から、生まれた後も、ママ

の体調や発育・発達・育児についての相談ができます。
保健師や歯科衛生士などの専門職がおり、各種健診・
離乳食教室などを開催しています（裏面へ）。
地域支援担当☎856-3302 856-3237

地域ケア推進担当☎856-3300 856-3237

　市民館・分館では子育てや子どもたちを
応援するイベントを開催。子育て講座や
保育付きの講座、「おもちゃ病院」もあり、
パパ・ママは必見です。なかには企画段階
から加われるものもあり、子ども連れでワ
イワイと打ち合わせしています。
宮前市民館☎888-3911 856-1436

　菅生分館☎977-4781 976-3450

「みやまえ子育てガイドとことこ＆お出かけマップ」
　区の子育てに関する情報が満載。子育て中のママ
たちをはじめとする編集委員が、地域を歩いて情報を
集めました。子育て世帯は必携の一冊。区HPからも見られます。

「区子ども子育て情報」フェイスブック・ツイッター
　イベント情報や子ども・子育てに関わる話題を幅広く発信しています。

フェイスブック
facebook.com/miyamaekodomo
ツイッター
@kawasaki_miyako facebook twitter

「みやまえ子育て助け隊！！」

知って得する情報ツール

　乳幼児のいるお父さんお母さんへの情報発信と交流の場。フェスタに参加す
る区内の子育てサークル・協力団体を募集します。
日時　10月27日（土）10時～15時（予定）　場所　宮前市民館　募集数　30団体程度　

6月30日までに市民館などで配布する申込用紙に記入し、宮前市民館に直
接、郵送、FAX（到着確認の電話要）で。［抽選］※企画委員も引き続き募集中

「みやまえ子育てフェスタ2018」参加団体募集！

子育てで分からないこと、心配なことはありませんか。そんなとき、区にはさまざまな子育てお助け隊がいます。

区こども子育てHP（区HP内）
　区HPの中で子ども向けイベント
などを紹介しています。

赤ちゃん広場・子育てサロン 園庭開放・体験保育

地域子育て支援センター

区役所地域みまもり支援センター

「イヤイヤ期。
子育てのプロは
どうしているの
かなぁ～！」

「よく動くように
なってきた。
広いところで
遊ばせたい！」

　みやまえ子育て応援だんのステッカー
があるお店は、子育てにやさしいお店で
す。ぜひ、立ち寄ってね！！

市民館・分館で子育て

地域でサポート 保育園でサポート

両親学級
（初めての出産の方向け）
プレママ・プレパパクッキング
マザーズブラッシング

区役所でサポート

センターでサポート

サポートの
詳細は
こちらへ

孫たちを見守るよう
な気持ちでお母さ
んと赤ちゃんをお迎
えしています！ほっ
とひと息つきにきて
くださいね。

不安なこと分からない
こと、何でも聞いてみ
よう！

土橋保育園
松本先生

保育園に
あそびに
きてね！

みやまえ子育てフェスタ企画委員会

地域でお友達を
つくろう

〈生まれる前から
サポートが始まっ
てます〉

企画委員募集中!
一緒に「子フェスタ」を

作りませんか?

「初めての子育て。
他のママともお友達に

なりたい！」
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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

市民プラザ体育施設
〒213-0014高津区新作1-19-1

☎857-8818 866-0382

大人の3カ月教室（7月～9月）
　3カ月単位で行うスクールレッスン。
❶プールで筋トレ＆アクアダンス❷水
中歩行＆アクアダンス❸やさしいヨガ
❹ピラティス❺ゆるから体操❻いきい
きワクワク健康体操❼ウオーターラッ
シュ❽かんたんボクシング❾はじめて
水泳教室❿ポールウオーキング他。

６月15日9時から直接。［先着順］ 

宮前図書館
☎888-3918 888-5740

第１０回大人が楽しむおはなし会
　ハイジの会による演目「わらしべ長
者」他。 ６月29日㈮10時半～12
時 宮前市民館 40人 ６月19日
10時から電話で。［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

健康講座「血圧について」
　 ７月13日㈮13時半～14時半
同センター 40人 ６月15日から直
接か電話（９時～16時）で。［先着順］ 

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

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

日時（受付時間） 対象 内容・費用他  ［先着順］

離乳食教室
＊❶❷は
　同じ内容

❶7月10日㈫
❷7月23日㈪
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

❶6月20日
❷6月26日
から電話で。
☎856-3291

お悩み解決！
離乳食マル
得講座

7月2日㈪
9時50分～11時半

（9時～）

7～11カ月
児と保護者

20組

離 乳 食 の 献 立 や 進
め方、時短方法につ
いて。歯科相談、保
護者の骨密度測定や
健康づくりのヒント
も。試食代50円程度

（実費）

6月19日
から電話で。
☎856-3291

１歳児
歯科健診

7月10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

6月18日
から電話で。
☎856-3264

幼児食教室
7月3日㈫
10時～11時

（9時45分～）

1歳3カ月～
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

6月15日
から電話で。
☎856-3291

市民プラザの夏休み子ども自由研究

あつまれ！こども自然探検隊！

夏休みの思い出に･･･友好都市でアドベンチャー＆サバイバル！

夏休み子どもあそびランド2018・サポーター募集

①「子どもクラフト教室 ～夏休み粘土のパン作り～」
　カラーの軽量粘土でおいしそうなパンを作ります。
日時　7月25日㈬13時～14時半
対象　 4歳～小学6年生（2年生以下は保護者同伴）
定員　25人(最少開催人数5人)
費用　2,700円(材料費込み)
②「マジック教室」
　トランプやコインなどのアッと驚くマジックを習得し、友達に自慢しよう！
日時　7月26日㈭ ①10時～12時 ②13時半～15時半
対象　小学3～6年生
定員　各回40人(最少開催人数各5人)
費用　各500円(教材費込み)
③「アートごころ、すくすく。ワークショップ～くうそうのいきもの～」
　布と綿で空想の生き物を作り、図鑑に載せよう！
日時　7月27日㈮ ①10時～12時 ②13時半～15時半
対象　5歳~小学6年生(２年生以下は保護者同伴)
定員　各回20人(最少開催人数各５人)
費用　各2,000円(材料費込み)
④「バルーンであそぼう！」
　バルーンを使っていろいろな遊びをしよう！
日時　 8月7日㈫ ①10時～12時 ②13時半～15時半
対象　 5歳～小学6年生(2年生以下は保護者同伴)
定員　 各回20人(最少開催人数各5人)
費用　各1,000円(材料費込み)

いずれも６月15日９時から直接。定員に満たない場合は同日11時から
電話で市民プラザ☎888-3131 888-3138。［先着順］

　森を探検し、生き物を探します。
日時　７月22日㈰10時～12時
場所　南野川ふれあいの森（現地集合・解散）
対象　区内在住で、年中から小学4年生までの子どもと保護者15組

６月15日から、電話かＦＡＸ（住所、氏名、学年、電話番号を記入）で
サンキューコールかわさき☎200-3939 200-3900。［先着順］

◆子ども自然交流事業サマーキャンプ　参加者募集！！◆
　区の友好都市である長野県佐久市で自然交流事業を実施します。合宿所

（森の分教場）に泊まって、自炊や寝袋での生活を体験できます。
日時　８月25日㈯～26日㈰　１泊２日
※参加者には7月8日㈰に事前説明会を開催します
行き先　長野県佐久市大沢地区
対象・定員　 区内在住の①小学１～６年生の子どもと保

護者10組（保護者同伴） ②保護者の承諾を
得た小学５～６年生10人程度（個人参加）

参加費　大人7,000円　子ども5,000円
６月15日～７月5日に区役所・出張所・鷺沼行政サービスコーナーで配

布の申込用紙に記入して直接、区役所地域振興課☎856-3135 856-
3280。［先着順］

夏の子ども向けイベント

日時　6月28日㈭12時５分～13時
場所　宮前区役所２階ロビー
出演　生

いく

田
た

敦
あつ

子
こ

、生
いく

田
た

惠
けい

子
こ

〈Duo A&K〉
演奏曲目　ドボルザーク スラヴ舞曲
夏の思い出　他

区役所地域振興課☎856-3134 856-3280

第294回 みやまえロビーコンサート
ランチタイム・ピアノデュオ～連弾の喜び～

　総務省が全国一斉に実施する「住宅・土地統計調査」の調査員を募集しま
す。調査対象世帯への訪問、調査票の配布・回収等を行います。
期間　8月下旬～１０月下旬（予定）
※８月に説明会を実施予定です
対象　原則２５歳以上の方（選考あり）
報酬　7万円程度（前回調査時参考例、3調査区を担当した場合）

６月15日までに直接か電話で区役所総務課☎856-3126 856-3119

住宅・土地統計調査員募集

JAPAN DAY 親子de茶の湯体験
　茶室で自分でお茶をたて、気軽にお茶の世界を体験できます。
日時　 ７月15日㈰①10時半～11時半②13時～14時③15時～16時
対象　 小学生以上の子どもとその保護者（就学前

の子ども入場不可)
定員　 各回とも15人(最少開催人数各５人)
費用　１人700円(お菓子付き)

　子どもたちと楽しく遊びながら、盛り上げてくれるサポーターを募集しま
す。お手伝いの内容は、当日、各あそびのコーナーを運営するボランティ
アから説明があります。軽食の用意あり。希望者には、
ボランティア活動証明書もお出しします。
日時　８月19日㈰９時～16時　場所　宮前市民館

８月３日まで随時、直接、電話、HPで
宮前市民館☎888-3911 856-1436。
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