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区内の子育て情報を、地域ポータルサイトやフェイスブック・ツイッターでも発信しています。　　　　　　　　　　　　 区役所地域ケア推進担当☎856-3300

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9月1日現在）

23万1,212人

9万9,308世帯

検索麻生区子育て人材バンク

目玉
イベント

昨年も大好評
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第37回
宮前区民祭

すがお手つなぎまつり知ってね 見てね 感じてね♪

みやまえ
子育てフェスタ2018 ～この子の手 あの子の手 

ぬくもりいっぱいみんなの手～

宮前区ふれあい公園
（宮前平公園）

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
　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、今年も盛りだくさんの内容で開催します。
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　　　　
・キックターゲット（川崎フロンターレ）
・紙すき体験と古着・小型家電の回収

　乳幼児をもつパパ・ママへの情報発信と、子育てに関わる
みなさんの交流を目的としたイベント。子どもたちが楽しめ
る企画も盛りだくさんです。
場所　宮前市民館（全館）、市民広場
内容　赤ちゃん広場、寝ぞうアート、絵本の部屋、お絵かき、
工作、育児相談、親子クッキング、保育園体験コーナー、エ
ンディングコンサートなど　※授乳・オムツ替えスペースあり
宮前市民館☎888-3911 856-1436

　世代を超えた地域の人々の交流を通
じて、「手をとりあいながら楽しく子育て
ができるまちになってほしい！！」との願い
をこめて開催します。
場所　地域子育て支援センターすがお、
菅生分館、蔵敷こども文化センター
内容　舞台発表、無料のあそびのコーナー、模擬店他
蔵敷こども文化センター☎ 977-2577

11:20~11:50
14:10~14:40

⃝消防フェア（宮前消防署）
消防車などの展示、放水体験
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

　鷺沼駅周辺で予定されている民間再開発に望まれる公共
機能について、意見交換会での検討や区民アンケ―ト、基
礎調査など、各取り組みについて報告し、意見交換をします。
日時　１１月１１日㈰　１３時半～１６時（開場１３時）
場所　区役所大会議室　定員　当日先着150人程度
市民文化局区政推進課☎200-2309 200-3800

これまでの意見交換会の内容などは

第2回
まちづくりフォーラム

宮前区の
ミライを考える
さぎぬま
プロジェクト

　子どもや若い世代と地域をつなぐ実践事例を聞き、市長・事例発表者とともに意見
交換しませんか。一緒に“ふるさと宮前区”を創るアイディアを考えていきましょう。
日時　11月１８日㈰１４時～１６時（１３時半開場）
場所　モスぴーホール（宮崎2-1-4セレサモス宮前店2階）
定員　�区内在住・在学・在勤の１８歳～４９歳の２０人程度
１０月３１日までに市HPから申し込むか、区役所などで配布中の申込用紙を直接か
FAXで区役所企画課☎856-3136 856-3119［抽選］
傍聴もできます（当日先着50人）。手話通訳あり。保育希望は１１月８日までに要申し込み。
※当日の様子はインターネットで動画配信します。（市HP「市長の部屋」からアクセス）
サンキューコールかわさき☎200-3939 200-3900

子どもや若い世代が住み続けたい
“ふるさと宮前区”を創る

年
に
一
度
の

10 11
27 10㈯ ㈯

10時～15時 10時～14時
（荒天中止）
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21㈰

9時～15時
（荒天中止）

主なイベント

同時開催

検索宮前　とことこ

「戦豆」の猿回し

お楽しみに！！

宮前兄妹と宮前区長

絵の具で自由に遊べる
コーナー

消防車展示

冒険遊び場 １０時～１５時
動物
○×クイズ

１０時～１５時の
間に４回実施

ふれあい
動物園

１０時～１２時、
１３時～１５時

検索鷺沼　意見交換会

アスリート×地
域＝？

地元野川の
猿まわし「戦

せ ん ず

豆」

参加者・傍聴者
募集

区民車座集会

まちかど×マルシェ＝？ etc.
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12月8日に「遊びをつくるワークショップ」を開催します。 11月2日までに直接か電話で。［抽選］。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

区役所地域振興課
☎856-3135 856-3280

農家巡りウオーキング
　農マップを使っ
て、 野川・有馬方
面を歩きます。
11月28日㈬10時～16時（荒天中止）

鷺沼駅前 20人 10月15日から
直接か電話で。［先着順］
特設行政相談所

　総務大臣から委嘱された行政相談
委員が、国の行政機関の業務などに
ついての相談をお受けします。 10
月18日㈭13時～16時 フレルさぎ
沼4階（鷺沼1-1）。会場へ直接。
宮前地区青少年作品展の作品募集

　11月に区役所で開催する作品展の
展示作品を募集します。【部門】絵画の
部、ちぎり
絵の部、イ
ラスト・デザ
インの 部、
書 道 の 部

(書き初め用紙)、書道半紙の部。※
課題、用紙サイズなどはお問い合わ
せください。 区内の宮前地区在住
か在学の小・中学生 11月22日18時
半～19時半に区役所4階第2会議室
に応募作品を持参。

宮前市民館
☎888-3911 856-1436

市民自主企画事業「あなたの隣にも
いるセクシュアルマイノリティ/教育
編～子どもたちの生きる道」

　　　　　

　身近にいる子どもがセクシュアリテ
ィーで悩んでいるとしたら…。一緒に
考えてみませんか。 11月11日㈰
10時～12時※全4回の3回目 宮前
市民館 30人。保育あり（先着5人、
900円） 10月16日10時から直接、
電話、区ＨＰで。［先着順］

菅生分館
☎977-4781 976-3450

市民エンパワーメント研修
「絵本の読み聞かせ講座」 　　　　　

　やってみよう絵本の読み聞かせボラ
ンティア。 11月8日～29日の木曜と
24日の土曜、10時～12時・全５回※土

曜のみ公開講座 菅生分館 20人。
保育あり（開講時に3カ月以上の12人、
900円） 10月18日10時から直接、
電話、区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

ダーツ体験会
　区民サロンでダーツ体験会
を開催します。 11月11日㈰
12時～16時。会場へ直接。

社会福祉協議会
〒216-0033宮前区宮崎2-6-10 4階
☎856-5500 852-4955

福祉有償運送運転者養成講習及び
セダン等運転者養成講習 　　　　　

　公共交通機関の利用が困難な方の
通院や通所時などに移送サービスを
行う運転ボランティアの養成講習。
12月1日㈯10時～16時半、2日㈰9
時半～16時50分の全2回 福祉パル

みやまえ 30人 3,000円 10月
31日までに電話かFAX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。
いきいき健康フェア
「あなたの元気度チェック」
　血圧測定、血管年齢測定などを行い
ます。 10月26日㈮10時～14時。会
場へ直接。
ビデオ健康講座「膝のお話」

　 11月16日㈮13時半～14時半
40人 11月5日から直接か電話で。

［先着順］
短期講座「日常で使うアロマⅡ」

　植物の香りで心も体も元
気 ハツラツ！ 11月19日、
12月17日、31年1月21日
の月曜 全回出席可能な20
人 教材費1,070円 10月15日か
ら教材費を添えて直接。［先着順］

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］

幼児食
教室

11月6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

10月17日
から電話で。
☎856-3291

離乳食
教室

＊❶❷は
同じ内容

❶11月13日㈫
❷11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
進め方について。
母子健康手帳、筆
記用具、抱っこひ
も持参

❶10月24日
❷10月30日
から電話で。
☎856-3291

お悩み
解決！
離乳食
マル得講座

11月12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。

10月22日
から電話で。
☎856-3291

１歳児
歯科健診

11月13日㈫
 ❶9時15分～9時半
❷10時～10時15分

１歳3カ月未満
の乳幼児
各回30人

歯科健診・歯科相談
10月15日か
ら電話で。

☎856-3264

第２回宮前区総合防災訓練を実施します

パパとワクワク
あそぼうDAY

保育連続講座
「なないろタイム」

食育講座　
にこにこもぐもぐ

地域子育て支援
センター土曜開所

～防災でつながる地域の輪～
　今回は避難所開設訓練の他、各種体験訓練を実施します。
ぜひご参加ください（どなたでも参加できます）。
日時　10月28日㈰9時20分～12時　会場　稗原
小学校　内容　避難所開設訓練、防災体験など
当日実施案内 0120-910-174
☎044-245-8870（有料）※携帯電話からの場合

区役所危機管理担当☎856-3114 856-3119

　パパと一緒に保育園
で体を動かして遊びま
せんか？  もちろんママの参加も大歓
迎です。

11月17日 ㈯9時45分 ～11時45
分 土橋保育園 0歳～就学前の子
どもと保護者25組　

１０月16日13時から直接か電
話で土橋保育園☎855-2877 [先着
順]

　栄養士・看護師・保育士から、育児に関
するさまざまな情報が得られます。実際に
保育園の園児の様子や、保育士の関わり
方を見ることができます。

11月13日、20日、27日の火曜、13
時半～14時半、全3回 菅生保育園 1
回目受講時に6～12カ月の第1子の子ど
もと保護者7組　

１０月15日10時から直接か電話で菅
生保育園☎977-9320 ［先着順］

　保育園の栄養士が、
離乳食のすすめ方を
伝えたり、質問に答え
ます。実演あり。

12月4日㈫14時15分～15時15分
地域子育て支援センターさぎぬま
7～12カ月の子どもと保護者20組

１１月５日から電話で区役所保育
所等・地域連携☎856-3290 ［先着
順］

宮前区在宅医療と介護に関する講演会
 「親や家族の介護を担うとき、知っておきたいこと」
　聖マリアンナ医科大学の在宅医療・介護相談担当者のお話や、鈴木恵子氏

（すずの会代表）の経験談など。
日時　11月10日㈯13時半～15時半　場所　区役所大会議室
内容　第1部「在宅医療・療養の制度・手続き」　第2部「ともに支え合う在宅生
活」　※終了後、個別相談ブースの設置あり。定員　150人

10月15日から電話かＦＡＸで区役所地域ケア推進担当
☎856-3300 856-3237 ［先着順］
※手話通訳および保育希望は10月29日までに要申し込み

日時　１０月２６日㈮12時５分～13時
場所　区役所２階ロビー
出演　文

ふみなしまもる

梨衛
区役所地域振興課☎856-3134 856-3280

第298回

みやまえロビーコンサート
～心を動かされるジャズライブ！～

子育てするなら宮前区で!!

応急救護訓練

　広い室内や庭で、家族みんな
で楽しみませんか。

10月20日㈯10時～15時半
地域子育て支援センターすが

お 就学前の子どもと保護者
区役所保育所等・地域連携☎

856-3290

区役所保育所等・地域連携☎856-3290 856-3237

かわさき
ジャズ２０１８
連携イベント
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