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（令和4年2月1日現在） 2022（令和4）年 3月1日発行26万4,133人 13万5,863世帯

1972
中原区は令和4(2022)年4月1日に区制50周年を迎えます中原区は令和4(2022)年4月1日に区制50周年を迎えます

SDGsSDGsのゴールへのゴールへ
シュートをシュートを決決めろ！！めろ！！

　区では、パートナーシップを生かしてSDGs
の達成に取り組んでいます。皆さんもできるこ
とから始めましょう！ 

区役所企画課☎044-744-3163
044-744-3340

最近よく耳にする「SDGs」
（エスディージーズ）ってなに？？

　SDGsは「Sustainable Development Goals：
持続可能な開発目標」の略で、これからもずっと、
よりよい世界であり続けるために、令和12（2030）
年までに達成を目指す世界共通の17の目標です。

市の
SDGsの

取り組み 
（市HP）

区×平間小学校×
川崎フロンターレ／富士通レッドウェーブ
　すごろくに掲載しているクイズは、かわさき
SDGsゴールドパートナー（※）の認証を受けた「平間
小学校」と共同で制作しました！

（※）かわさきSDGsゴールドパートナーとは…
SDGsの達成に向けて取り組む企業・団体として市が認証した事業者です。

区HPで
配信中

「SDGsすごろく」配信中SDGsを楽しく学ぼう！

区×明治大学×東住吉小学校× 
ＵＤコンサルタント橋口亜希子× 
無印良品グランツリー武蔵小杉店

【内容】 センサリーマップ（※）、感覚過敏な人用の
 音環境を調整する補助具などの展示

【日時】 3月8日㈫～13日㈰　10時～21時
【場所】 無印良品グランツリー武蔵小杉店

（新丸子東3-1135-1）

体育館

普通教室

教室

教室

教室

わくわく
プラザプレイ

コート

配膳室
昇降口

昇降口

昇降口

学習室

保健室

学習室

学習室

校長室

印刷室

事務センター

職員室

給食室

昇降口

用務員室

教材室

校庭

B棟 1階

A棟1階

音がうるさい

音が静か

においが気になる

混雑している

光が明るい

光が暗い

最新の開催情報は無印
良品のHPをチェック▼

（※）センサリーマップとは…
音・光・においといった目には見えない感覚情報を地図上に表し、可視化したもの。
海外の美術館などでは、聴覚や視覚などの感覚に敏感な人への配慮として作成されています。

感覚過敏の疑似体験
VR映像が川崎フロン
ターレ Youtube公式
チャンネルで配信中▼

センサリーマップ展を開催します感覚の多様性に触れてみよう！
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区 版 な か は ら2022（令和4）年　3月号　No.1262こ こ か ら な か は ら 区 版 で す

小杉行政サービスコーナーをご利用ください。住民票･印鑑証明他　JR南武線武蔵小杉駅北口階段下 ☎044-722-8685　休所日：祝日（振り替え休日を含む）

中原元気クラブ活動日程

区役所企画課☎044-744-3149 044-744-3340

なかはらスマイル
イッツコムチャンネル（地デジ11ch）で放送中
水曜21:30~21:40/土曜16:00~16:10/日曜12:50~13:00
放送予定:新城小環境授業、In Unity 2022、 SDC
意見交換会　他

タウンニュース
毎週金曜発行、朝刊折り込み、区内各所でも配布中。
区内の魅力やイベントを紹介します

なかはらメディアネットワーク
情報コーナー
情報コーナーでは、タウン
ニュース中原区版、なかはらス
マイル瓦版、かわさきFM番組
表などを配布しています
情報コーナー設置場所
区役所、市民館、中原図書館、
とどろきアリーナ、国際交流
センター、武蔵小杉駅、元住
吉駅、武蔵中原駅、武蔵新城
駅、平間駅、向河原駅、グラ
ンツリー武蔵小杉　など

　地域メディアと連携して区内のあらゆる情報を発信し、
地域交流の促進や区のイメージアップを目指しています。

Enjoy★なかはら
かわさきFM（79.1MHz）　第1・3金曜11:00〜11:30
ゲストを招き、区内の魅力やイベントを紹介します。
スマートフォンからも聞けます

※初回無料体験（１種目のみ） 会費3,000円／半年（4月〜9月、10月〜3月、
途中入会は月割り） 中原元気クラブ事務局HP 区役所地域振興課☎044-
744-3323 044-744-3346

4〜7月 中原老人福祉センター 市内在住60歳以上 材料費（講座によ
る） 3月1日〜17日にハガキを持参し直接、同センター☎044-777-6000 

044-777-2833 ［抽選］

中原老人福祉センター前期教室受講者募集

種目 内容 日程 時間 場所
OTOアート
フットボール

ボール運動を中心とし、スポーツ万能
になるきっかけ作りを目指します

4/18、25
月曜

15時半〜
16時20分

大戸小学校
校庭

キッズラン 運動の基本であるランニングで、楽し
く基礎体力の向上を目指します

4/19、26
火曜

17時半〜
18時15分

下小田中小学校
体育館

Saturday
ダンス

かっこいいダンスのフリをマスターし、
地域の発表会出演を目指します

3/19、26                               
土曜

9時〜
9時50分

大戸小学校
体育館

ダンス
エクササイズ

ダンスに必要なステップや体の使い方
などを学びます

10時〜
10時半

マット体操
マットで体の柔らかさやバランス、跳
び箱で跳ぶ力や支える力をつけてい
きます

10時半〜
11時

バドミントン
time

自由にバドミントンを楽しむ時間です。
親子や友達同士で楽しみましょう

10時40分〜
11時40分

教室名 定員/回数 曜日・時間
❶囲碁入門 7人/10回 毎週火曜 13時半〜15時
❷押し花 6人/5回 第2・4火曜 10時〜11時半
❸簡単で楽しいアロマの会 6人/5回 第2・4水曜 13時半〜15時
❹ゆらゆら体操 24人/5回 隔週金曜 13時半〜15時
❺健康ヨガ 24人/5回 隔週木曜 13時半〜15時
❻ズンバゴールド　　 12人/5回 隔週金曜 13時半〜14時半
❼らくらく健康体操 24人/5回 隔週月曜 13時半〜15時
❽いきいき元気体操 24人/5回 隔週火曜 10時〜11時半
❾シニアのための筋トレ 24人/5回 隔週金曜 10時〜11時半

　慶應義塾大学飯盛研究会のプロジェクトとして平成21年に発足したJoint
は、「スポーツで、地域をチームに。」をモットーに、スポーツによる地域活性
化に取り組んでいる団体です。
　平成28年に始めた「コスギんピック」では、公道で、ダンシング玉入れや
綱引きといった競技で地域の運動会を行い、武蔵小杉駅の周辺で暮らす人
の交流の場を作りました（令和2年からは新型コロナウイルス感染症の影響に
より開催休止）。
　現在は、高等学校などで実情を聞きながら、「コスギんLab.」と題し、高校
生がスポーツを通じてキャリアを考える場を作っており、3年8月には、日本
フリースタイルフットボール連盟からゲストスピーカーを招き、マイナースポー
ツの普及についてのワークショップを行いました。今後も、高校生に向けた
プログラムの開催を予定しています。
　今後も活動を広げていくため、NPO法人化へ向けた手続きを行っており、
代表の山本さんは、「これまでは、興味を持ったことにチャレンジできる環境が
あり、貴重な体験をすることができた。これからは、
自分たちが学んだことを若い人たちに
還元したい」との思いを語ってくれまし
た。興味のある人は、ぜひ連絡を。

Joint　代表　山本紗彩子
info.joint.npo@gmail.com

Joint ~スポーツで、地域をチームに~

コスギんLab.の様子

事前入力は
こちらから

活動の内容や
予定の詳細は
JointHPで

　スマートフォンやパソコンで来庁前に転入・転居届などの
申請情報を入力できます。届いた2次元コードを窓口で提示
して受け付けを行い、入力情報を基に職員が確認を行います。

3・4・5月は区民課窓口が大変混雑します

窓口混雑予想カレンダー
5月
日 月 火 水 木 金 土
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※窓口混雑状況は 中原区なう！　検索 で確認ができます。待ち時間を有効活用できるように順番が近づいたこ
とをお知らせする「お呼出メール」サービスをご活用ください

1日の混雑状況の
イメージ　

　3・4・5月は転入・転出の手続きなどにより区役所区民課窓口が大変混雑します。できるだけ混雑する日や時間帯
を避けてお越しください（午前中は比較的空いています）。

インターネット事前入力をご利用ください住民票の写し、印鑑登録証明書などは小杉行政サービスコーナーが便利です

8：30〜10：00 10：00〜11：00 11：00〜13：00 13：00〜15：30 15：30〜17：00 空 混

利用時間　月〜金曜：7時半〜19時、土・日曜：9時〜17時
　　　　　（祝日、年末年始を除く）
場所　JR南武線武蔵小杉駅北口階段下　

日時　4月2日㈯8時半〜12時半
取り扱い業務　転入・転出の手続き
など（国民年金業務・後期高齢者医
療保険・介護保険資格は除く）。詳
細は市版5面を参照してください
※第2・4土曜8時半〜12時半は年
間を通じて開設しています

臨時窓口開設日のお知らせ

区のお知らせ
申し込み方法は市版6面参照

歩こう会 　
　 4月10日㈰8時〜11時。雨天の
場合は17日㈰ 東門前駅集合→多摩
川スカイブリッジ→小島新田駅解散、約
3㎞ 区役所地域振興課☎044-744-
3323 044-744-3346。当日の問

い合わせは6時半から区役所守衛室☎
044-744-3192。※事前に区HPを確
認した上でご参加ください。
住吉ざくら　ぼんぼり飾り

　中原平和公園・渋川沿道にぼんぼ
りが飾られます。 3月19日〜4月9
日 中原区木月２丁目〜４丁目（渋川
沿道） 区役所地域振興課☎044-
744-3161 044-744-3346

最長で3時間待ち

最長で2時間待ち

最長で1時間待ち

比較的空いています

サンキューコールかわさき
☎044-200-3939 044-200-3900
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