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区制50周年ロゴマーク
中原区の木モモ

中原区の花パンジー
お間違えのないように

044-744-3113

Anniversary
中原区は令和4
（2022）
年4月１日に区制50周年を迎えました。 皆さんが中原区をもっと好き
になる。 そんな一年になるよう、１年間を通して記念事業を実施していく予定です。
区役所企画課☎044-744-3152

044-744-3340

区制 50 周年

大好きなこのまちを
未来へつなぐ
1972
中原区役所の前身の庁舎

2022

中原市民館
開館記念パレード

旧 丸子橋

中原区の街並み

1972 昭和47 政令指定都市になり中原区が誕生
1974 昭和49 中原市民館開館
1983 昭和58 中原平和公園開園
1992 平成4

平和館開館

1993 平成5

区のシンボルマーク決定

1995 平成7

とどろきアリーナが開館

（区制20周年）

中原区 ＰＲ MOVIE

1998 平成10 区の花にパンジーが決定
（区制25周年）

このまちのどこが好き？

2002 平成14 「なかはらの歌」
ができる
（区制30周年）

2000 平成12 新しい丸子橋開通
2010 平成22 JR横須賀線武蔵小杉駅が開業
2012 平成24 「未来に伝える なかはらの歩み」
発行
（区制40周年）
2015 平成27 区の木にモモが決定
（市制90周年）
2019 平成31 人口が26万人を超える
2022 令和4

区制50周年を迎える

PR動画の他にも50周
多くの区民が参加した
プロモーションムービーを公開

区役所地域振興課☎︎044-744-3324

（令和4年3月1日現在）

044-744-3346

26万3,922人

／
動画は
コチラ
＼

年を記念したさまざまな
事業を現在計画中です。
詳細は市政だよりなどで
随時お知らせします！
！

●なかはら世紀越え記念カプセルの開封
●
「中原区をもっと好きになる」
プロジェクト
●ミミケロはっぴぃダンスのリニューアル
●オリジナル婚姻届の作成 などなど！

●発行：中原区役所 〒211-8570 中原区小杉町3-245
044-744-3340）

13万5,782世帯 ●編集：中原区役所企画課（☎044-744-3149

2022（令和4）年 4月1日発行

ここからなかはら区版です

2022（令和4）年

なかはらのおさいふ
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地域活性化のための取り組み●約1,242万円
人々が憩い、多様な活動ができる場を創出するために社会実験を実施し、

区では、地域の課題を解決するために、区民の皆さんと協働で事業を実
施します。令和４年度の取り組みの一部を紹介します。

また区の魅力を地域メディアと連携して広報します。さらに区民の意識や区
の課題抽出を明らかにするため区民アンケートを実施します。

みんなでこどもを支援する●約907万円

まちのみんながつながる●約228万円

ガイドブックなどで子育て情報を発信します。また、子

地域の人が交流するきっかけづくりや区主催

育てをする親の仲間づくりや居場所づくりなどを推進する

事業への手話通訳者などの派遣を行い
「誰もが

ため、子育てサロンの運営を支援します。

住み慣れた地域や自らが望む場で安心して暮ら

まちの魅力を活かしたまちづくり●約1,389万円

し続けることができる地域の実現」
に向けて取り
組みます。

かわさきスポーツパートナーと連携し、各種スポーツ教室を開催するなど、
まちの資源を活用して、地域の活性化を目指します。

安全・安心に暮らせるまちをつくる●約487万円
子ども自身が犯罪から身を守る力を養うための
「安全マップづくり」
など、
これまでの経験を生かし、災害や犯罪、交通事故から身の安全を守れるよ

中原区制50周年の取り組み●約204万円
４年４月１日に区制50周年を迎えることを記念した取り組みを実施します。

うに支援します。

(区版1面参照)

区の機能強化●約500万円

区役所サービスの環境整備●約191万円

音楽とダンスの祭典
「In Unity」
が
学生バンドのCDを制作しました！

×

In Unityが昨年度に開催した
「カワサキ学生バンドオーディション」
で最
優秀バンドに選出された
「リユニオン」
のCDが完成！リユニオンは麻生総合

地域の活動などを紹介している
「ひろがるまちのひろば」
。今年度は区制50周年を記念して、登
場する団体に
「区制50周年への思い」
のコメントをもらっています。地域の人はそれぞれにどのよう

高校に3月まで在学していた4人バンド。オリジナル楽曲
「その先へ」
のCD

な思いがあるのでしょうか。

は、タワーレコードグランツリー
武蔵小杉店で発売中。
区 役 所 地 域 振 興 課 ☎044744-3324

044-744-3346

「楽しく笑って運動！健康寿命を延ばそう」

In Unity
出演時の動画は
コチラから！

In Unity2022出演時の様子

せは6時 から区 役 所 守 衛 室 ☎044-

区のお知らせ
申し込み方法は市版6面参照

あなたの「やりたい」を
聞かせてください！

744-3192。※事前に区HPを確認し
た上でご参加ください。
発達に支援が必要な子どものため
の就学児童保護者ミーティング

あなたの地域で
「やりたい」
ことを

子どもの発達に不安や悩みを抱える

区が応援する中原区市民提案型事業

保護者を対象に、
子どもの良き理解者、

のスタートアップコースを募集します。

支援者を目指したミーティングを開催

まずは相談してください。

します。 ５月１
７日、６月７日、７月５日、

活動1

年未満の団体
（これから活動を始めよ

９月１３日、１
１月１５日、１２月１３日、５年２

うとする団体含む）

月１４日の火曜、10時～11時半

4月15日から

電話かメールで区役所企画課☎044744-3149

044-7 4 4 - 3 3 4 0

役所など

区

小・中学生などの保護者

4月15日から電話、FAX、メールで

65kikaku@city.kawasaki.jp［先着

教育活動総合サポートセンター
（平日9

順］
。※事前相談は年間を通して実施

時〜17時）
☎044-877-0553

しています。

877-0980

さまざまなニュースポーツの体験イ
ベント。久しぶりに運動する人、初心
者の人も、大歓迎！楽しく運動不足を
5月２９日㈰10時～

15時

とどろきアリーナ
（サブアリー

ナ）

5月15日までに区HPかFAX

044-

support0731@luck.

ocn.ne.jp［先着順］
。

みんなのスポーツフェスタ

解消しましょう！

支援課☎044-744-3293
春の☆キラリ文化教室

区役所企画課☎044-744-3149 044-744-3340

5～7月に
「チーズを気軽に楽しむ」
など７つの講座を開催します。
涯学習プラザ他

生

4月22日
（必着）

HPで 〒211-0064今 井 南 町28-41

を記入）
で区役所地域振興課☎044-

生 涯 学 習 財 団 ☎044-733-6626

744-3323

044-733-6697［抽選］
。※詳細は

歩こう会
5月8日㈰8時～11時。雨天の場
宿河原駅集合→生田

緑地→宿河原駅解散、約5㎞

区役

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。

744-3196

電話番号、FAX番号、メールアドレス

選］
。※定員などの詳細は区HPで。

団体 HPから

一般社団法人カノンパートナーズ
☎090-4707-6428
（月〜金曜13時〜17時） city.kanon@gmail.com
区役所企画課☎044-744-3149 044-744-3340

044-

までに直接、 ハガキ、 電話、FAX、

044-744-3346［抽

中原区６カ所を含め市内を中心に介護予防
の健康体操などを展開している代表の今川
さん。介護に携わった際、もっと効果のある
介護予防を地域に広げたいと、 教室を立ち
体操の様子
上げました。
く、効果的
教室では、 姿勢改善や転倒予防のため
一緒に楽し
していきま
続
継
を
の柔軟性・鍛えるべき筋力・バランス感覚を な運動 興味のある人は
しょう。
ださい。
高めるプログラムを実施。ただ運動するの
HPもご覧く
ではなく、鍛えた筋力などが、日常生活の
どんな時に必要かも伝えています。参加者は
「いつも
楽しく笑って続けられる」
と汗を流しています。また、
教室をきっかけに仲間も増えているそうです。
中原区制50周年を迎える今年は、もっと地域に関
代表の今川さんら
わるため町内会への出張講座などにも力を入れる予
定。
「今、コロナ禍での外出自粛などから、体力低下や物忘
れが心配な人や、親御さんの健康を気づかい体操教室を探
されている人が多いです。このような方々が、安心して参加
開催予定などは
できる場所でありたい」
と、今川さんは語ってくれました。

区役所地域

（参加者全員の氏名、代表者の住所、

合は15日㈰

カノンパートナーズ

お問い合わせください。
☆キラリ文化教室
ミニブリッジ教室
5月実施。

特別講座

生涯学習プラザ

4月21日
（必着）
までに直接、ハガキ、

所 地 域 振 興 課 ☎044-744-3323

電話、FAX、HPで〒211-0064今

044-744‐3346。 当 日の 問 い 合 わ

井南町28-41生涯学習財団☎044-

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

なかはらスマイル

タウンニュース

イッツコムチャンネル
（地デジ11ch）
で放送中

毎週金曜発行、朝刊折り込み、

水曜21:30~21:40/土曜16:00~16:10/日曜12:50~13:00

区内各所でも配布中。区内の

放送予定:なかはらスポーツまつり、地域デザイン会議 他

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

Enjoy★なかはら
かわさきFM
（79.1MHz） 第1・3金曜11:00〜11:30

タウンニュース中原区版、かわ

ゲストを招き、区内の魅力やイベントを紹介します。

さきFM番組表などを配布

733-5894

044-733-6697［抽

選］
。※詳細はお問い合わせください
ハンドメイド・フリーマーケット
地域SNSのピアッザが主催する武
蔵小杉駅前で行われるフリーマーケッ

JR南武線武蔵小杉駅北口階段下 ☎044-722-8685

ト。

5月28日㈯10時〜16時。 雨

天中止。

こすぎコアパーク

区役

所地域振興課☎044-744-3282
044-744-3346※出店申し込みなど
の詳細は区HPで。
休所日：祝日
（振り替え休日を含む）

