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これから暑くなってきます。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6月1日現在）

23万929人

9万9,095世帯

　弥生時代の集落跡を埋蔵保存し
ている「古台芝生広場」や、湿生植
物園、樹齢150年を超えるシラカ
シ林などがあります。

平瀬川流域
まちづくり協議会

　子どもたちのふるさとのため、学校を
中心に地域が一体となって、日頃の清掃
や自然環境の保護、環境学習活動などに
取り組んでいます。

松井さん

桜祭りでのアユ放流

竹林整備の様子

川を活用しながら、水
と緑の潤いのあるまち
づくりを進めています

区役所企画課☎856-3133 856-3119

　源は、多摩丘陵の水沢3丁目
地先、平瀬川支川と合流した後、
高津区の久地地先で二ケ領本川
と合流し、多摩川に流入してい
ます。全長は7.56kmある1級河
川です。

日時　７月27日㈮12時５分～13時
場所　宮前区役所２階ロビー
出演　XUXU（シュシュ）
演奏曲目　ジュピター、涙そうそう　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

　宮前区の「見たい・知りたい・行ってみたい！」をあ
なたに代わって調査する「ぐる～っとみやまえＴ

ティーヴィー

Ｖ」。
　これを見ればますますみやまえライフが楽しくな
る、そんな超地元情報を吉本芸人の「囲碁将棋」が
お届けします。
 区役所企画課☎856-3133 856-3119 　市では、「（仮称）今後のコミュニティ施策の基本的考え方」の策定に向

け、７区でワークショップを行います。
　現在、区内でさまざまな活動をしている人や、活動してみたいと思っ
ている人が集まって１０年後の姿を語り合い、お互いに居心地のよいつな
がりが生まれるような「新たなしくみ」をみんなで考えてみませんか。
　ぜひ、ご参加ください。
日時　８月５日㈰13時半～16時半（開場13時）　場所　区役所会議室
人数　区内在住・在学・在勤で、区内で活動している、または活動に関

心のある高校生以上の20人（保育あり、要予約）※謝礼あり
７月２０日（必着）までに必要事項（市版５面）と主な地域活動歴を記入

の上（書式自由）、直接、ファクスまたはメールで。
市民文化局協働・連携推進課
☎200-1986 200-3800 25kyodo@city.kawasaki.jp［抽選］

放送時間　　　毎週木曜日　22時20分～22時25分
　　　　　　　毎週土曜日　12時20分～12時25分

※YouTubeでも見られます

※時間が変更になる場合があります

第４回は「花を愛する人たち」を特集

～参加と協働による地域課題解決の新たなしくみを考える
市民検討会議　参加者募集～

★大人と一緒に！
★草むらに入るときは、長袖長
ズボンを着用しよう！

★ガラスのかけらなどが落ちてい
るので、はだしにならない！

★台風や大雨の時は、絶対に近
づかない！

総務省の「平成27
年度ふるさとづく
り大賞」を受賞！

　農を体験するゾー
ン、広場や遊具のゾー
ン、水辺のゾーン、
とんもり川や林間を
散策するゾーンがあ
ります。

　森と小川、水田
といった里山の風
情があり、野鳥や
ゲンジボタルも見
られます。

～人気のアカペラユニットが声の魅力や可能性をお伝えします！～
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９月３０日に「プラザ・ウィンドコンサート2018」を開催します。７月１５日から受付開始。詳細はお問い合わせください。 市民プラザ☎888-3131

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

区役所保育所等・地域連携担当
☎856-3290 856-3237

小学校に向けた年長児保護者の相談会
　 9月14日㈮13時半～16時半 宮
前区役所 31年4月に小学校に就学
する子どもを持つ保護者50人（保育あ
り、要予約） ８月６日９時から直接か
電話☎856-3271で。［先着順］
地域子育て支援センター土曜開所

　 7月28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。

宮前市民館
☎888-3911 856-1436

あそびランドをもっと楽しむ！
サポーター養成講座 　　　　　

　８月19日㈰の「夏休み子どもあそび
ランド」を盛り上げましょう。当日のボラ
ンティア活動証明書と修了証を発行し
ます。 8月7日㈫～9日㈭の全３回。
10時～12時（8日のみ14時～16時）
宮前市民館 8月19日に参加できる中
学・高校・大学生20人 7月15日10時
から直接、電話、区HPで。［先着順］
家庭・地域教育学級「宮前親子学級」
－大丈夫、みんな一緒だよ－ 　　　　　

　 ９月６日～12月13日（11月１日は除
く）の木曜と10月31日㈬10時～12時、
全15回 宮前市民館 200円 ❶
27年4月2日～29年4月1日生まれの
第1子と保護者17組（保育あり、800
円）❷3歳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）、区HPで。［抽選］
市民自主企画事業

「Action（アクション）!9月1日問題」　　　　　

　夏休みが終わることが不安な親子の
ための会を開きます。 ８月22日㈬❶
10時～12時❷14時～16時。※❶のみ
保育あり、5人、要予約、100円 宮前
市民館 ❶小学1～4年生とその保護
者10組❷小学5・６年生～中学生とその
保護者10組。※親のみの参加、中学生
は子どものみの参加も可 7月18日10
時から直接、電話、区HPで。［先着順］
市民自主企画事業「あなたの隣にも
いるセクシャルマイノリティ」 　　　　　

　LGBTの子どもたちの実情につい
て、一緒に学びましょう。 ９月２日
㈰10時～12時※全4回の1回目 宮
前市民館 30人（保育あり、先着5
人、900円） 7月15日10時から直
接、電話、区HPで。［先着順］
市民自主企画事業「宮前うたごえ楽座」　　　　　

　毎回、音楽家を迎え、地域ごとの歌
を楽しみます。 8月～12月の最終週
の金曜（10月、12月は第3金曜）の10時
～12時と31年1月26日㈯の14時～16
時半、全6回 宮前市民館 各回100
人（1月26日のみ120人） 7月20日10

時から直接、電話、区HPで。［先着順］

菅生分館
☎977-4781 976-3450

子どもも私も「しあわせ」になるために 　　　　　
　虐待・いじめなどの問題から子育て
の現状を理解し、親子の関係を考え
ます。 10月4日～11月１日の木曜
10時～12時、全5回 菅生分館
20人（保育あり、12人、要予約、900円）

8月2日10時から直接、電話、区
HPで。［先着順］
親子でほっと子育てしませんか？講座 　　　　　

　ワークショップを通じ親子で仲間を
作りませんか。 9月11日、25日、
10月9日、30日、11月13日の火 曜、
10時～12時、全5回 菅生分館他
乳幼児の保護者20人（保育あり、12
人、要予約、900円） 7月24日10時
から直接、電話、区HP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

　

　 いずれも市内在住60歳以上で❷
❸は全回出席可能な人 ❶7月17日9
時から直接か電話で。［先着順］❷❸7
月20日までに本人が62円ハガキを持
参し直接。［抽選］

❶講座「ネット社会の落とし穴」
　 ９月５日㈬13時半～15時半 40
人。 
❷短期講座「写真入門」

　 ８月21日～10月9日の火曜、10
時～12時、全8回 15人 20円。
❸脳と体のいきいき教室Ⅱ

　 ８月７日～11月20日（原則2週間
に1回）の火曜、14時～15時半、全8
回 27人 200円。

市消防防災指導公社
☎366-2475 272-6699

普通救命講習会Ⅰ
　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。 ❶
7月30日㈪❷８月15日㈬、いずれも9
時～12時 宮前消防署 各回30人

800円 ❶7月17日❷8月1日、 い
ずれも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

後藤美幸＆ Gospel Family
　区内在住メンバーによるゴスペル。

7月22日㈰15時～17時 アリー
ノ 1,000円 直接か電話で。［事前
申込制］

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］
プレママプレパパ
クッキング

８月２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17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20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

❶7月18日❷7月31日
から電話で。
☎856-3291

１歳児歯科健診 8月14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19日から電話で。

☎856-3264

フロンタウンで夏祭り

　　 子ども向け巡回映画会

宮前区文化協会　「夏休み親子講座」参加者募集夏休み特別体操教室

　盆踊りや和太鼓演奏、サッ
カーアトラクション、縁日など。
日時　7月31日㈫16時半～20

時半、荒天中止
場所　フロンタウンさぎぬま

フロンタウンさぎぬま　
☎854-0210 862-5030

【上映作品（予定）】　「イソップ物語４」「盲導犬　クイールの一生」
　　　　　　　　　「アラジンと魔法のランプの交通安全」など

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

上映日時 会場
7月18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～ 有馬・野川生涯学習支援施設アリーノ
7月20日㈮19時～ 宮崎台小学校グラウンド（雨天時：図書室※）
7月21日㈯19時～ 小台公園（雨天時：小台八幡会館）
7月22日㈰18時半～ 鷺沼小学校体育館※
7月23日㈪18時半～ 野川小学校体育館※
7月25日㈬18時半～ 宮前平小学校体育館※
7月27日㈮19時～ 宮崎中学校特別活動室※
7月28日㈯19時～ 西野川小学校グラウンド（雨天時：体育館※）
8月  2日㈭18時半～ 土橋二丁目公園（雨天時：土橋会館）
8月  5日㈰18時半～ 三ツ又広場（雨天時：三ツ又会館）

会場　いずれも宮前市民館
対象　小・中学生と保護者
※❶以外は大人のみ、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
「空き瓶の小物入
れ」

7/24㈫ 
13時～17時

10人・
800円

◦空き瓶（ふたの直径が
6～7cmくらい）

◦粘土を伸ばす用麺棒
❷ア ー ト セ ラ
ピー「りんご　感
性で描こう♪」

7/24㈫
13時半～
15時

5人・材料費
900円

（りんご 代
込み）

なし

❸華道
「夏色をいける」

7/24㈫
14時～16時

15人・
1,000円

持ち帰り袋

❹着付け
「‘かざり結び’を
学びます」

7/27㈮
13時～17時

20人・無料 ◦着物（浴衣も可）
◦帯（半巾帯か名古屋帯）
◦下着、腰ひも、コーリ

ンベルト、タオル1枚
❺着付け

「浴衣講習会」
8/2㈭8/9
㈭全2回13
時半～15時

20人・
2,000円

浴衣、半巾帯、腰ひも（2
～3本）、帯板、伊達乄

❻能楽体験教室
「謡

うたい

、仕
し

舞
まい

を体験
します」

8/3㈮
13時半～
15時半

30人・
500円

◦扇、もしくは扇子
※動きやすい服装

7月17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）と年齢、保護者の氏名、
電話番号（❸は子どもと保護者で別々に制作か、子どものみで制
作するかの希望、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］

　跳び箱、マット、鉄棒の練習をします。
日時　８月６日㈪、７日㈫、９日㈭
時間　❶15時10分～16時10分
　　　❷16時20分～17時20分
対象　❶年長・小学1年生30人
　　　❷小学２・３年生30人
費用　2,700円　場所　宮前スポーツセンター

７月22日までに往復ハガキに夏休み特別体
操教室、希望時間の番号（❶か❷）、住所、氏名、
学年、電話番号を記入し、〒216-0011宮前区
犬蔵1-10-3宮前スポーツセンターへ。 ☎976-
6350 976-6358。［抽選］

毎年
恒例

申し込み不要
参加無料

作品見本を
区役所2階ロビー
に展示しています

※上履き、外履き
袋を持参


