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暑さを感じなくても室温や外気温を測定し、扇風機やエアコンを使って温度調整するよう心がけましょう。

宮前区ホームページ　https://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4年7月1日現在）

23万5,034人

10万4,958世帯

区制40周年

メロメロ話
メロー コスミン

と の

　贈り物として人気の高い
宮前区名産「宮前メロン」は、
1977年ごろから生産されて
いて、1本の苗に1つの実だ
けを育てる栽培方法で大切
に作られているんだよ！

県立東高根森林公園

　中学生の視点で見た校区内の自慢となる「人・モノ・スポット」を取材し、３分間
のミニ番組を制作します。プロからラジオ番組の作り方や取材の方法など技術的
なレクチャーを受けて制作した番組を、ラジオで全国に配信します。

MIYAMAE from JC＆DC
～宮前区中学校連携情報発信事業～

　宮前区は人や自然、歴史など数多くの魅力に溢れています。そんな素晴らしい魅
力を市民の皆さんが主体となって発信する、市民提案型事業が始まりました。今年
度取り組んでいく、個性輝く３事業について紹介します。

区役所企画課☎044-856-3133 044-856-3119

宮前区市民提案型総合情報発信事業

　豊かな自然や農のある風景は宮前区の大きな魅
力です。平瀬川沿いにある魅力あるスポットを巡る
なぞ解きウオークラリーや、農業体験や地元のお
店を楽しめる「宮前の魅力再発見イベン
ト」を行います。また、平瀬川沿いの自
然や歴史に触れて魅力を発信する「宮
前こどもしんぶん」を作成します。

なぞ解きウオークラリーと
こども新聞で宮前の魅力を発見！

街と繋がる発信事業

　宮前区には区内を花いっぱいのまちにしようと活
動している人がたくさんいます。区の花「コスモス」
をテーマに、「こすもす祭り」の開催や、公園や公共
施設などを利用しての「こすもすガーデ
ン」の設置、さらには区内のコスモスの
名所を取り上げたマップの作成など、さ
まざまな取り組みを行います。

みやまえの魅力がてんこもり

　宮前区には、若い世代のエンターテイナー
やアーティスト、ジュニア期から活躍し現在で
は日本代表として戦っているアスリートがたく
さんいます。身近で将来を期待される友達にイ
ンタビューを実施するなど、「若者だからこそ」
の目線で宮前区の魅力を発信していきます。

【取り組みの一部を紹介】
平瀬川なぞ解きウオークラリー
日時　７月２７日㈬～　
内容　LINEを使ってなぞ解きしながら、
区内にある平瀬川沿いの
自然や歴史を感じるイベン
トです。参加方法につい
てはHPをご覧ください。 イベント

参加LINE

【問】 ？に入る言葉は何でしょう。

＝ たから1 2 4

2 ＝ ？23 3

2 ＝ たいやき1 2 4

4 1 ＝ えがお3

【答】 

試しに1問解いてみよう！

同プロジェクト
HP

【取り組みの一部を紹介】
こすもす祭り
日時　１０月１日㈯１４時～１６時
場所　宮崎コミュニティガーデン
内容　コスモスの鑑賞はもちろんのこと、
小さなcaféでダンスや音楽も楽しめます。

同プロジェクト
HP

宮前こすもす
プロジェクト

゛

平瀬川

なぞ解き！
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市政だより発行後に、掲載内容について変更・延期・中止となる場合があります。詳細は各問い合わせ先にご確認ください。

教室・
相談名

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）

❶9月13日㈫
❷9月20日㈫
10時～11時
(9時45分～)

区内在住で
4カ月以降
の乳児の保
護者各20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。
子ども同伴可。

いずれも
8月19日から

区HPで。
※「宮前区　離
乳食」で検索中・後期

食教室
（離乳食）

9月5日㈪
10時～11時
(9時45分～)

区内在住で6
～10カ月ご
ろの乳児の
保護者20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。子ども同伴可。

アレルギー
相談

9月15日㈭
14時～
(13時45分～
14時）

区内在住で
0～6歳まで
の子どもと
保護者10組

医師による気管支ぜん息、
アトピー性皮膚炎など、
アレルギー性疾患につい
ての相談。

8月15日
から電話で。
☎044-856-

3302

 区役所地域支援課
☎044-856-3308 044-856-3237
※電話予約は９時から受け付けます

教室・相談案内地域みまもり
支援センタ― 会場：区役所1階健診フロア

❶出店：50ブース程度。応募資格は宮前区内福祉団体・公益団体・商店街連
合会加盟店、その他実行委員会が認めた団体。
❷舞台出演：区内の団体

８月26日㈮（消印有効）までに、申込用紙を直接か郵送で。［選考］
❶出店：〒216-8570区役所地域振興課☎044-856-3135 044-856-3280 
❷舞台：〒216-8570区役所高齢・障害課☎044-856-3244 044-856-3163
※詳細は区役所、出張所で配布中の申込用紙をご覧ください。区ＨＰから
もダウンロードできます。

区のお知らせ
申し込み方法は市版6面参照

区役所地域振興課
☎044-856-3177 044-856-3280

宮前区区制40周年協賛事業
ロコ体操教室＠さぎぬま

　シニア向けのポールを使った体操
とウオーキングの教室です。 ９月６
日～27日の火曜、１４時半～１５時半

フロンタウンさぎぬま（土橋3-1-1）
各日２０人 各日６００円 ８月１５

日から直接か電話でフロンタウンさぎ
ぬま☎044-854-0210 044-862-
5030 ［先着順］。※空きがあれば当
日参加可。
ポールウオーキング＆ストレッチ教室

　 ９月２日～１２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（土橋3-1-1） 各日２０
人 各日６００円 初回は８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☎044-
854-0210 044-862-
5030 ［先着順］。※空きが
あれば当日参加可。

宮前市民館
〒216-0006宮前平2-20-4

☎044-888-3911 044-856-1436

市民自主学級
「宮前を知って歩いて楽しもう」
　宮前区の現地を歩くことで、健康
増進を図り、身近な歴史を体感する
講座です。座学もあります。 ９月
２５日、１０月９日、３０日、１１月１３日、
２７日、１２月１１日の日曜、１０時～１２
時、全６回 同館他 ３０人 ２００円。
希望する人は有償頒布資料３００円追
加 ８月２５日１０時から直
接、電話、同館HPで。［先
着順］
スマホ相談会

　ボランティアが、スマホの基本操作
（LINEやカメラなど）の相談に乗りま
す。 ９月１日㈭、13時半
～、14時15分～、15時～

（各回30分） 同館 各回
６人 ８月１６日１０時から電

話で。［先着順］。※詳細は同館などで
配布するチラシか同館HPで。

菅生分館
☎044-977-4781 044-976-3450

「赤ちゃん期の今だからできること。
きいてみよう！ やってみよう！」

　はじめての子育て。不安も楽しみも
みんなでシェアしてみませんか。

日時 内容
9月13日㈫
10時～11時半 オリエンテーション

10月2日㈰
10時～11時半

ミュージックケア
体験

10月16日㈰
10時～11時半

子育てで大切な
こと、聞いてみよう

10月25日㈫
10時～11時半 みんなでおしゃべり

11月8日㈫
10時～11時半

地域や遊び場に
ついて聞いてみる

11月22日㈫
10時～11時半

子どもの成長を
考える

12月6日㈫
10時～11時半

骨盤エクササイズ
体験

12月20日㈫
10時～11時半

クリスマス
寝相アート

同館 おおむね令和３年
４月～令和４年３月生まれの
第１子の子どもと保護者１５
組 1,000円 ８月３０日ま
でに直接、電話、区HPで。［区民優先
の上、抽選］

宮前スポーツセンター
☎044-976-6350 044-976-6358

縁日
　宮前スポーツセンターで縁日を開催
します。 ８月２１日㈰１０時～１２時。
※混雑した場合は入館をお待ちいただ
く場合があります。詳細はお問い合
わせください。

区役所保育所等・地域連携担当
☎044-856-3290 044-856-3237

地域子育て支援センター土曜開所
　広い室内や庭でのび
のびと遊ぶことができま
す。９月は２カ所で実施
予定です。
❶９月３日、❷９月１７日

の土曜、いずれも１０時～
１２時半、１３時～１５時半
❶は地域子育て支援セ

ンターすがお、❷は地域

子育て支援センターさぎぬま 就学前
の子どもと保護者、❶は各３１組、❷は
各２４組（入れ替え制） ❶は８月１５日
❷は８月２９日、いずれも９時から電話か
区HPの申し込みフォームで。[先着順]

宮前老人福祉センター
（宮前いきいきセンター）

☎044-877-9030（日曜、祝日
を除く9時～16時） 044-877-9232

令和４年度後期講座（１０月～３月）
　気功で毎日元気、ゆる～く空手でゆ
るから体操、ピラティス、こ
こが変わった日本史の教科
書、平家物語を読む、楽しみ
ながらまなぶペン字、楽し
い和手芸、メンテナンス体
操、みんなのボッチャの全9講座。 同
センター 60歳以上の人。１人１講座
まで 教材費など ８月１０日～２３日
に通常ハガキに住所、氏名を記入し、
本人が直接持参。[抽選]

敬老のつどい

　 ９月２１日㈬❶９時半～１１時半（コ
ンサート＆バルーンショー）❷１３時半～
１５時（同センター登録団体発表会見学
とビンゴ大会） 同センター 60歳以
上の各３０人（❶❷どちらかのみ） ８月
２日～１５日に通常ハガキに住所、氏
名を記入し、本人が直接持参。[抽選]
宮前の郷土を巡るまち歩き

　土橋周辺をガイドと一緒に歩きま
す。 １０月５日㈬９時半～１２時 宮
前平駅に集合 60歳以上の１５人
２０円 ８月２３日から直接。［先着順］。
※詳細はお問い合わせください。
誰でも上達！ 色鉛筆画

　 ９月１日、１５日、２９日、１０月６日、
２０日、１１月１７日の木曜、１３時半～
１５時半、全６回 同センター 60歳
以上の１０人 400円（２４色水彩色鉛
筆を持参する人）、1,600円（持参しな
い人） ８月８日～１５日に通常ハガキ
に住所、氏名を記入し、本人が直接
持参。［抽選］

同施設HP
区HP

❶地域子育て支
援センターすが
お土曜開所HP

❷地域子育て支
援センターさぎ
ぬま土曜開所HP同館HP

同館HP

　力強い和太鼓の演奏を楽しめます。中学生が描いた「宮
みやさき

前ねぷた」や保育園児によ
る荒馬踊り、伝統芸能の雅楽なども披露します。
日時　８月２７日㈯１３時５０分～１９時３0分
場所　宮前市民館大ホール
出演団体　ＭＵＳＡ、北之台雅楽アンサンブル、各太鼓団体など
展示会　同館２階ギャラリーで、広報用イラスト募集で集まった作品の原画や、各種
和太鼓などを展示します。８月２６日㈮１２時～１７時、２７日㈯１０時～１６時
注意事項　座席の混雑状況によっては入場をお断りする場合があります。その他注意事項などは区ＨＰで必ずご確認ください。

区役所地域振興課☎044-８５６-３１２５ 044-８５６-３２８０

第２２回響け！みやまえ太鼓ミーティング開催

宮前区民祭　出店・出演団体募集

～区制40周年おめでとう！宮前・平和・太鼓の未来に鼓舞激励！！～

区社会福
祉協議会

HP

区HP
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