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風水害避難者の声から学ぶ
～ 短 期 間 の 避 難に備えて～

1

856-3119）

2

いざというときに
困らないために

近年頻発する台風などによる災害。突発的に発生する地震に比べると、事前に情報を集め被害を少しでも予防する時間
はありますが、いずれの災害も事前の備えは非常に重要です。基本的に風水害時の避難所は自宅や自宅周辺、避難ルート
が全て安全であれば帰宅できるため、避難期間が短いことが多いです。また、必要なものや、避難所での対応も地震時と
は違います。実際の避難者の声をもとに、あらためて風水害時の行動を見つめ直してみませんか。

区役所危機管理担当☎856-3114

856-3280

区役所で防災マップを配布しています。もしもに備えて、複数の避難所の場
所を確認しておくと安心です。
区役所で各種ハザードマップ
（土砂災害、洪水）
を配布しています。自宅周辺
にどんなリスクがあるのか確認し、正しい避難方法を考えておきましょう。
防災行政無線で避難情報などを放送しています。 防災テレフォンサービスで
も放送内容を確認できます。

0120-910-174
⃝携帯電話、スマホ、ＰＨＳ、県外の一般加入電話・公衆電話から044-245-8870

⃝県内の一般加入電話、公衆電話、一部のＩ
Ｐ電話から

暴風雨などで転倒するおそれもあるので、
雨ガッパを着用して両手を自由にしましょう。
避難情報が出された時点で原則として避難
所は開設されています。自分で、安全に避難

風水害時には避難者が食料・飲料水を持参する

できると考えられるタイミングを判断して避難

ことが基本となっています。 災害に備えて最低３

しましょう。避難する時は、周囲の状況をよく

日分は備蓄をし、いざという時に避難所に持参で

確認してください。もし避難ルートが危険だっ

きるよう準備をしましょう。

た場合は、自宅待機や近所の安全な場所へ

避難所となる学校は、駐車スペースがほとんど

の移動など、避難所以外の避難行動も検討し

ありません。避難は原則徒歩でお願いしています。

てください。

まずは体育館への避難となっていますが、避難

地震だけではなく、風水害に備えて防水性

者の体調などを考慮し、体育館以外の空調の効く

の高いリュックで持ち出し袋を用意しましょう。

部屋を避難場所とする場合があります。 正門など
にある案内看板をご確認ください。なお、避難所

☆ 避 難 期 間 が 短 い 避 難 所とは …

内は土足厳禁となります。

台風などが過ぎ去り避難情報が解除されるまでの間、

宮前区防災フェア2020

一時的に安全に過ごすための場所です。
避難に必要なものは自分で用意しましょう！
食べ物や飲み物は
持ってきてください

災害時には災害や防災の知識だけでなく、住民同士の助け合いが必要です。まずは、防
災フェアに参加して地域の防災活動を知り、地域とつながることから始めてみませんか？
日時 ３月７日㈯１０時～１５時 場所 市民館・市民広場他 内容 防災ＶＲ体験、煙体験、
起震車体験など

炊き出しはありません

宮前区地域包括ケアシステム推進シンポジウム
×
宮前市民館地域課題対応事業

「若い世代と一緒に地域活動を楽しむためには」
若い世代と地域活動がしやすい環境づくりなどについて考えます。
日時 3月15日㈰ Ⅰ部 13時半～14時20分
（シンポジウム）
Ⅱ部 14時半～15時半
（意見交換）
場所 区役所４階 大会議室
人数 Ⅰ部、Ⅱ部ともに30人
2月17日から3月2日までに住所、氏名、電話番号、Ⅰ部・Ⅱ部の

区役所危機管理担当☎856-3114

宮前区のミライづくりプロジェクト通信 第５号

～区役所など区内５カ所で「オープンハウス型の説明会」を開催します～
「宮前区のミライづくりプロジェクト」
の取り組みとして、鷺沼駅前地区再開発事業の
概要や新しい宮前市民館・図書館づくりに向けた検討状況などについて、次の日時・場
所で、説明パネルを自由に見ていただきながら、職員がご質問やご意見に対応します。
なお、説明パネルは、開催日時以外にも以下の施設と鷺沼行政サービスコーナー
で3月31日まで展示しています。
2月17日㈪
2月18日㈫
2月18日㈫ 2月26日㈬ 2月27日㈭ 2月29日㈯
10時～14時
10時～14時
16時～20時 10時～14時 10時～14時 10時～14時
有馬・野川生涯学習
市民館
市民館
区役所
向丘出張所
菅生分館
入口ホール
２階ホール 支援施設アリーノ 入口ホール

参加の可否を記入し、電話、FAX、メールで区役所地域ケア推進課

まちづくり局地域整備推進課☎200-2743

☎856-3300

宮前区 ミライづくり

856－3237

69keasui@city.kawasaki.jp
［先着順］

856-3280

3月8日㈰9時～ 21時に、スポーツデーの無料開放や演技発表会などを行います。詳細は

200-3967

検索

宮前スポーツセンター☎976-6350

976-6358

ここからみやまえ区版です

2020（令和2）年

2月1日号

進めてます！

（仮称）

第314回

宮前区の
「希望のシナリオ」
実現プロジェクト
日時 ３月1日㈰13時半～16時半 場所 区役所4階大会議室
対象 興味のある人、誰でも

各集合場所から自然散策をしながらクイズやゲームをして
当て・大縄跳びなどで遊びます。

なる み あきひと

日時 ❶3月4日㈬19時5分～❷3月11日㈬19時5
分～❸4月1日㈬19時5分～
場所 とどろきアリーナ 対象人数 各日、区内在

集合時間
９時半

856-3280

©KBT#7篠山竜青

住の50人 対戦 ❶❸は新潟アルビレックスBB、❷はシーホース三河
2月23日
（必着）
までに往復ハガキに氏名・ふりがな、住所、電話番号、希望日
（複

有馬つつじ公園
（有馬こども文化センター）

９時半

宮崎こども文化センター
（宮崎こども文化センター）

９時
（雨天時：
１０時）

宮崎第４公園
（宮崎台小※上履き持参）

９時

数可）
、観戦人数
（1通で4人まで）
、返信宛名面に返信先の住所・氏名
（記入がな
いと無効）
を記入し、〒212-0013川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア
東館4F ㈱DeNA川崎ブレイブサンダースチケット部宮前区民招待受け付け担
当か応募用HPで。
［抽選］

区役所地域振興課☎856-3177

856-3280

応募用HP

区内在住の人
（小学校低学年以下は保護者同伴）

持ち物 弁当、水筒、雨具など

2020みやまえ農フォーラムを開催します！

注意事項・山田富士公園から各集合場所までの帰りも歩きます。
・歩きやすい服装、靴でご参加ください。
・雨天もしくは天候悪化が予測される場合は、集合
場所ごとに、屋内施設でスポーツなどを行う予定
です。
区役所地域振興課☎856-3135

856-3280

申し込み方法は市版5面参照

え

松本傳 左 衛

もん

基調講演や、区内で活躍する農関係者の

門農園
（多摩区東生田4-1-6）

活動事例を紹介します。 野菜の収穫体験

定員

や、 地場野菜を使った料理を食べながら

合、1,000円

の交流会も行います。

直接か電話で区役所地域振興課☎856-

日時

3125

3月14日㈯13時～17時

センターすが

区のお知らせ

でん ざ

“土から始まるまちづくり”をテーマに、 場所 トカイナカヴィレッジ

・ペットを連れての参加は、ご遠慮ください。

交流会に参加の場
2月17日8時 半 から

856-3280
［先着順］

を中心に学ぶ講義を通じて、紙芝居の

生涯学習交流集会

お❷は地域子

費用

40人

地域での活動に興味がある人や、

魅力を伝えます。

3月7日㈯、❶10

育て支援セン

実際に活動をしている人のための交

時～10時半、❷10時40分～12時

区役所地域振興課

ターさぎぬま

流イベントを開催します。

菅生分館

☎856-3134

どもと保護者。

856-3280

特設人権相談所開設

㈯13時～17時

就学前の子

ラリー

乳食のすすめ方を話し

などの人権問題の相談を受けます。

ます。 実演あり。

区役

所4階第1会議室。

☎877-1661

877-9429

7～12カ月の子どもと保護者16組
2月17日9時から電話で。
［先着順］

〒216-0006宮前区宮前平2-20-4
☎888-3911 856-1436
88miyasi@city.kawasaki.jp

り、水沢森人の会の活動紹介を行い
～12時

3月10日㈫10時

菅生緑地西地区トイレ前集

18歳以上の区内在住20人

歌って楽しい手遊び講座
子どもも大人も楽しめる手遊び歌
を、体を動かし声を出しながら学びま

2月17日から直接、電話、ＦＡＸで。
［先

す。

着順］

市民館

区役所保育所等・地域連携担当

直接、電話、区HPで。
［先着順］

☎856-3290

856-3237

地域子育て支援センター土曜開所
広い室内や庭でのびのび遊べます。
❶2月22日㈯❷3月14日㈯、 ❶❷

とも10時～15時半、 ❶は13時半か
らイベントあり ❶は地域子育て支援

3月9日㈪10時～12時
30人

2月18日10時 から

人形劇とおはなし会
人形劇団ひとみ座
「はっぱのおてが
み・金のがちょう」
公演とおはなし会を開
催します。

3月26日㈭❶11時～12

時半❷14時～15時半
各回100人

宮前市民館

3月3日10時から直接

チケット配布
（1家族4枚まで）
［先着順］
。

人
（❶のみ受講は40人） 2月15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
〒216-0033宮前区宮崎2-12-29
☎877-9030 877-9232

〒216-0015宮前区菅生5-4-11
☎977-4781 976-3450

楽しさ広がる紙芝居
❶紙芝居創作家と楽しむ紙芝居会

地域みまもり 教室・健診案内
支援センタ― 会場は区役所1階健診フロア

日時（受付時間）
離乳食
教室

❶3月10日㈫
❷3月16日㈪
10時～11時半
(9時半～)

幼児食
教室

3月3日㈫
10時～11時
（9時45分～）

宮前

❶❷ともに受講できる20

（宮前いきいきセンター）

の公開講座と❷高齢者向けの紙芝居

宮前市民館

竹垣づくりや竹チップの園路づく
ます
（荒天中止）
。

3

月12日㈭14時～15時

菅生緑地西地区（宮前区市民健康
の森）での竹林整備

個人は不要。 団体は2月28

菅生分館

地域子育て支援センターすがお

区役所道路公園センター整備課

宮前市民館2階ギャ

前申込制］

保育園の栄養士が離

子どもや高齢者への虐待、セクハラ
2月18日㈫13時半～16時

3月14日

日までに直接、 電話、メールで。
［事

食育講座

人権擁護委員が、いじめや体罰、

合

鳴海昭仁
（津軽三味線）

音楽・光を駆使した華やかな演出やおいしいアリー
ナグルメなど、エンターテインメントを楽しみましょう！

山田富士公園
（横浜市都筑区）
まで歩きます。 公園では、的

対象

出演

川崎ブレイブサンダース
ホームゲーム区民招待

～歩いてみつける街の色～

野川こども文化センター
（野川小学校※上履き持参）

区役所２階ロビー

区役所地域振興課☎856-3134

検索

日

集合場所
（雨天時集合場所）

場所

曲目 未定

２月26日17時までに直接か電話で区役所企画課☎856-3133

23

みやまえロビーコンサート

日時 ２月２５日㈫１２時5分～１２時５５分

振り返り、交流を深め、次の一歩を考える場に、ぜひ参加しませんか。

2

02

〜青森から川崎へ！本場の津軽三味線をお楽しみください〜

区内の多彩な活動を相関図にまとめ、活動現場を見てきた取り組みを

856-3119［事前申込制］ 詳細は、 宮前区 希望のシナリオ

区 版 みやまえ

No.1226

対象

前期受講者募集（４～９月）
ズンバ、パッチワーク、ヨガなど。
市内在住60歳以 上

2月22日16

時までに返信用ハガキを持参し直接。
一人1講座のみ。
［抽選］
区役所地域支援課 856-3237

※電話予約は９時から受け付けます
内容・費用他

離乳食の始め方やすす
4～5カ月児 め方について。母子健
と保護者 康手帳、筆記用具、抱っ
各回40組 こひも持参
※❶❷は同じ内容

［先着順］
❶2月19日
❷2月25日
から電話で。
☎856-3264

1歳3カ月～
幼児期の食生活につ 2月17日
2歳の子ども
いて。おやつの試食、 から電話で。
と保護者30
歯科相談あり
☎856-3264
組

3月10日㈫
1歳3カ月未
１歳児 9時半〜、10時15
満の乳幼児 歯科健診・歯科相談
歯科健診 分〜
各回30人
（各回15分前〜）

2月17日
から電話で。
☎856-3291

❶2月26日㈬
区内在住の 気管支ぜんそく、アト
2月17日
アレルギー ❷3月25日㈬
0歳から就学 ピー性皮膚炎など、ア
から電話で。
相談
14時〜
前の子ども レルギー性疾患につい
☎856-3302
（各回15分前〜） 各回10人 ての医師による相談

2月16日㈰10時～15時に、てづくり市を開催します。出店予定数37ブース。詳細は 川崎市民プラザ☎888-3131 888-3138

