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区役所でマイナンバーカードの受け取り予約をしている人は、区役所１階のマイナンバーカード交付窓口までお越しください。

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。

（令和2年9月1日時点）

23万3,980人

10万2,291世帯

３月、４月は窓口が混雑します

　お急ぎでない場合は、区役所が混雑する時期を避けていただきますよ
うお願いします。右記の期間は引っ越しの手続きなどで窓口が混雑しま
す。時間に余裕を持ってお越しください。駐車場も大変混雑しますので
公共交通機関をご利用ください。駐車場は1時間のみ無料です。

待ち時間
1時間以上2時間以上

窓口混雑状況を
確認できます

◆第２・４土曜に加え
て、4月3日㈯ も臨時
で窓口を開設します。
時間　８時半～１２時半
※取り扱い業務は市版
4面を参照
◆住民票、印鑑登録
証明書などは向丘出
張所（平日：８時半～１７
時）、各行政サービス
コーナー（平日：７時半～
１９時、土・日曜：９時～
１７時※祝日は休み）で
も交付しています。

（あくまで目安です。状況に
より変わる場合があります）

3月

4月・5月

日 月 火 水 木 金 土
14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 1

2 3 4 5 6 7 8

区民課混雑予想カレンダー

※土曜開庁日は一部業務
を行っておりません。

記 録 と 記 憶 を 未 来 へ
　宮前区では、昔の写真や文化財・地名などを通じて、地域
資源や文化を後世に継承していくことでふるさと意識を高め
ていくことを目的に、「ふるさと意識高揚アーカイブ事業」を
実施しています。また、2022年に区制40周年を迎えます。
古い写真を通じて宮前の今昔、そしてこれからに思いをはせ
てみませんか。
区役所企画課☎８５６-3133 ８５６-3119宮前アーカイブ

年 　川崎市・宮前区の出来事
1957 昭和32年 川崎市の人口50万人突破
1965 昭和40年 第三京浜道路全線開通
1966 昭和41年 東急田園都市線開通 長津田まで開通。宮崎台・宮前平・鷺沼駅ができる
1968 昭和43年 鷺沼プール開場
1969 昭和44年 東名高速道路全線開通
1972 昭和47年 川崎市が政令指定都市へ 区制施行で高津区誕生
1973 昭和48年 川崎市の人口100万人突破
1982 昭和57年 宮前区の誕生 高津区から分区し宮前区となる。当時の人口は14万8056人（7/1時点）
2006 平成18年 宮前スポーツセンター、カッパーク鷺沼開設
2009 平成21年 川崎市有馬・野川生涯学習支援施設（アリーノ）開設
2015 平成27年 橘
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群国史跡指定
2017 平成29年 川崎市の人口150万人突破 宮前区の人口は22万9113人（5/1時点）

宮前区の
古い写真を
集めています！
～懐かしのあの頃…伝えたい、
残したいまちの記憶があります～
　皆さんのお手元に、時代を映
す古い写真はありませんか。お
持ちの人は、まずは企画課まで
ご連絡ください。

　宮前区のあゆみについ
て、区HPに「みやまえデ
ジタルミュージアム」を開
設し、過去の写真・資料な
どを公開しています。ま
た、宮前アーカイブ写真
のパネルを貸し出していま
す。パネルの貸し出しを
希望する人は、企画課ま
でご連絡ください。

宮前区　アーカイブ事業

「公営サギ沼プール」
撮影場所：鷺沼プール
提供：市民ミュージアム

「佳き日」
撮影場所：向丘小学校菅生分校
（現：地域子育て支援センターすがお）
提供：市民ミュージアム

「高山団地入居開始A」
撮影日：昭和44（1969）年10月
撮影場所：平高山団地
提供：市民ミュージアム

☆新型コロナウイルス感染予防への協力のお願い
来庁せずにできる手続きがありますので、ぜひご活用ください。
❶郵送による証明書の請求
戸籍関係証明書（戸籍全部・個人事項証明書〔戸籍謄本・抄本〕、身分証
明書）、住民票の写しなどは、郵送で請求することができます。
❷郵送による転出届出
市外へ引っ越しする人は、転出届を郵送で行うことができます。
❸マイナンバーカードによるコンビニ交付
マイナンバーカードを持っていて電子証明書が利用できる人は、住民票
の写し・印鑑登録証明書などがコンビニエンスストアで取得できます。
❹マイナンバーカードの電子証明書の更新について
有効期限が経過した場合にはコンビニ交付などが使用できなくなります
が、マイナンバーカードの有効期限内であれば申請することができます。

待ち
時間中に
一時外出も
可能です

サンキューコールかわさき☎200-3939 200-3900
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「キャッシュカードすり替え型」にご注意！ 詐欺グループが自宅を訪問し、封筒を使用してカードをすり替える手口が発生しています。

　１月１日号に掲載した選挙クイズ「今年は川
崎市長選挙が行われる年ですが、４年前に行
われた川崎市長選挙の投票率は何％だったで
しょうか？」の答えは、③の５２．３０％でした。

選挙クイズの
答え

区選挙管理委員会☎８５６-3127 ８５６-3119

解説
　前回の川崎市長選挙は平成２９年１０月２２日に行われました。この日
は川崎市長選挙と同日に衆議院議員総選挙が行われたため、投票率は
５２．３０％でしたが、その前に単独で行われた平成２５年の川崎市長選挙は
３２．８２％という低い投票率でした。有権者の３分の１ほどの人たちの投票、
意思で市長が選ばれています。
　現在、川崎市には１５０万人以上の人が暮らしています。さまざまな考え
方や思いの人がいる川崎市で、誰もが暮らしやすく、皆さんが思い描く理
想のまちをつくっていくためには、自分たちの理想を反映してくれる代表者
が必要であり、その代表者を決めるのが「選挙」です。
　誰かが投票をするから自分は投票をしなくて良いというの
ではなく、皆さんの意思で代表者を決めてくださることを願っ
ています。たくさんのご応募、どうもありがとうございました。

　図書カード当選者（20人）の発表は、賞品の
発送をもって代えさせていただきます。 川崎市選挙マスコット

「イックン」

　足腰への負担を軽減するポールウオーキングで、坂を歩く基礎を身に
付けます。筋肉をほぐすストレッチ体操も。詳細は、「フロンタウンさぎぬ
まＨＰ」をご覧ください。

４月２日～７月16日の金曜（祝日を除く）、13時～14時10分 フロンタ
ウンさぎぬま 各日25人 各600円 初回は３月26日から、２回目以
降は開催日１週間前の金曜13時から、直接か電話でフロンタ
ウンさぎぬま（土橋3-1-1）☎854-0210 862-5030 ［先着
順］ 区役所地域振興課☎856-3177 856-3280　※空き
があれば当日参加可

　宮前区まちづくり協議会は、市民活動団体の活性化と自立を目的に、
区内のまちづくりに関係した団体に年間活動資金の一部を支援します。
団体の規模や活動実績により、３つのコースに分かれます。詳細はお問
い合わせください。

3月1日より区役所・市民館などで配布する申請書を、3月22日～4月
23日に直接、区役所地域振興課(宮前区まちづくり協議会事務局)☎856-
3125 856-3280 ［選考］

　認知症予防につながる運動や、転倒予防の運動を学びます。

宮前老人福祉センター（宮前いきいきセンター） ＡＢとも市内在住60歳
以上15人 200円 3月9日～18日（9時～16時）に、受講を希望する本
人が返信用ハガキを持参の上直接［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（9時～
16時） 877-9232

　新たな生活様式の中での健康保持を推奨するため、宮前区のスポーツ
推進事業としてオンラインエクササイズヨガを開催します。

3月19日～4月9日の金曜、21時～21時45分 区内在住、各15人
各500円※インターネットに接続できる環境下で、パソコン・スマホ・タブ
レットなどが必要です（通信料は参加者負担）。詳細は、「フ
ロンタウンさぎぬまＨＰ」をご覧ください

3月15日からフロンタウンさぎぬまレッスンチケット販
売サイトで☎854-0210 862-5030 ［先着順] 区役所
地域振興課☎856-3177 856-3280

　「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
開発事業の概要のほか、新しい宮前市民館・図書館づくりや、向丘出張所
の機能と今後の活用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、職員が質問や意見に対応します。
　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
スコーナーなどで4月30日まで展示しています。

まちづくり局地域整備推進課☎200-2730 200-3967

　夏の一大イベントのイラストを描いてみません
か。イラストはチラシやポスター、当日プログラム
に掲載します。
応募資格　区内在住・在学・在勤の中学生以上
応募規定　手書きの場合、画材は自由。パソコン
で作成する場合、ソフトはイラストレーターかフォト
ショップを使用。応募点数に制限はありません。　　　　　
詳細は、区役所・市民館などで配布中のチラシか
区ＨＰをご覧ください。

4月16日（必着）までに直接、郵送、区HPで〒216-8570区
役所地域振興課☎856-3125 856-3280 ［選考］

日時（受付時間） 対象 内容・持ち物他  ［先着順］

初期食
教室

（離乳食）

❶4月13日㈫
❷4月19日㈪
10時～11時
(9時45分～)

4カ月以降
の乳児の
保護者

各回15人

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、バスタオル持参。
※❶❷は同じ内容。子ども
と一緒でも、一人でも参加
できます。

❶❷
いずれも

3月18日から
電話で。

☎856-3264

中・後期食
教室

（離乳食）

4月5日㈪
10時～11時
(9時45分～)

6～10カ月
頃の

乳児の
保護者
15人

2回食以降の離乳食の進め
方について。母子健康手帳、
筆記用具、バスタオル持参。
子どもと一緒でも、一人で
も参加できます。

3月18日から
電話で。

☎856-3264

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

教室・健診案内地域みまもり
支援センタ― 会場は区役所1階健診フロア

フロンタウン
さぎぬま

レッスンチケット
販売サイト

区ＨＰ

フロンタウン
さぎぬまＨＰ

ポールウオーキング＆ストレッチ教室 市民活動団体の活動資金支援

短期講座「脳と体のいきいき教室Ⅰ」

区民限定オンラインエクササイズヨガ
「おやすみヨガ　-EARTH-」

宮前区のミライづくりプロジェクト通信 第7号
～区内3カ所で「オープンハウス型の説明会」を開催します～

第22回響け！みやまえ太鼓ミーティング
広報用イラスト募集！

　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ＴＶ」。「新しい生活様式」の
なかで親子でおうちで楽しくできる情報
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

※放送時間は変更になる場合があります検索宮前区 ぐる～っとみやまえTV

コース 対象 支援額と回数
A 活動期間が1年未満か、1年以上活動する規

模の小さい団体
上 限5万 円、 通 算2回
まで

B おおむね5人以上で1年以上の活動実績があ
り自立を目指す団体

上限15万円、通算3回
まで

C
Bコースの支援を通算3回受けたが、自立ま
での猶予期間が必要で、条件が整えば自立
が可能な団体

上限10万円、通算2回
まで

3月18日㈭
10時～14時

3月19日㈮・21日㈰
10時～14時

3月24日㈬
10時～14時

川崎市有馬・野川生涯学習支援施設
（アリーノ） 市民館入口ホール 向丘出張所

Ａコース 4月6日、27日、5月18日、25日、6月8日、29日の
火曜、10時～11時半、全6回

Ｂコース 7月6日、20日、8月3日、17日、9月7日、21日の
火曜、10時～11時半、全6回

検索宮前区 ミライづくり

　放送時間	 毎週木曜　22時20分～22時25分
	 毎週土曜　12時50分～12時55分

吉本芸人
「囲碁将棋」今月土曜は「おうちで楽しもう！親子でリトミック編」
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