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水・緑・花・人 の 出 会 う ま ち

5

お間違えのないように

044-744-3113

中原区の花パンジー

中原区の木モモ

区の魅力に触れて、「もっと好き」になろう
中原区役所では、区制50周年を記念して
「中原区をもっと好きになる」
プロジェクトを開催します。 区役所と区民の皆さんで一緒にさまざ
まなイベントを開催することなどで、区全体で50周年という節目を祝うとともに、イベントへの参加を通じて区の魅力を
「知る」
「見る」
そして
「交流する」
ことで、中原区を
「もっと好き」
になってもらうことを目的としたものです。イベント参加者には、抽選で記念品が当たります!
区役所企画課☎044-744-3152

044-744-3340

「中原区をもっと好きになる」
プロジェクトHPはこちら！

中原区ならではの
記念品をゲットしましょう♪
記念品の詳細は
同プロジェクトHPで

①

参加するにはどうしたらいい？
5月～

どんな記念品 があるの？

イベント参加後〜
5年3月12日

イベント参加

その一部をご紹介！

©KBT

応募フォームにアクセスし、

象イベントや記念品をチェック

区の木モモ
をイメージ
した記念品
等

区内のスポーツパートナーの記念品

記念品応募

まず、 同プロジェクトHPで対

②

参加したイベントとその感想な

し、 興味のあるイベントに参加

ど必要事項を入力して記念品に

しましょう！

©KAWASAKI
FRONTALE

応募。 5年3月末に、 抽選で記
念品を贈呈します。

川崎フロンターレ選手
サイン入りユニフォーム

③

どんなイベントがあるの？

川崎ブレイブサンダース選手
サイン入りレプリカユニフォーム

※画像はイメージのため、変更となる場合があります。

他にも
盛りだくさん！
同プロジェクトHPで

④

↑の背景写真は
「なかはらフォトコンテスト」
の入選作品です！ 知っている場所はいく
つありますか？
①
「春が来た♪」
／かわさき多摩川ふれあいロード ②
「二ヶ領用水で夏の想い出、
灯篭流し」
／二ヶ領用水 ③
「残葉」
／全龍寺 ④
「わくわく雪景色」
／等々力緑地

東横線武蔵
小杉駅南口
前
（提供：協同
組合武蔵小
杉商店街）

はじめまして、中原区長です
「つながり」と「安心」を
実感できるまちを
目指します。

新丸子駅
（提供：上丸
子小学校）

イベントのイメージ

中原区制50周年記念
なかはらの歩み写真展
5月15日㈰まで
ららテラス 武蔵小杉
（新丸子東3-1302）

SDGsランド
6月18日㈯
等々力緑地

このたび、中原区長

中原区 PR
ムービーは
こちら

に就任した板橋茂夫で
す。

中原区 PR Movie
「このまちのどこが好き? 」
視聴した人は記念品に応募できます

中原区は、等々力緑

中原区長

板橋茂夫

地や多摩川、井田山といった自然に恵まれる
とともに、商業施設のにぎわいをはじめとし
て生活の利便性も高く、多くの魅力にあふれ
ているまちです。本年は、区制50周年という

50周年記念をいっしょに盛り上げませんか？

節目の年です。この記念の年を区民の皆さま
と共有できたらと考えています。

「わたしの50周年企画」を募集します！

長引く新型コロナウイルス感染症のまん延

50周年にちなんだ自主イベントなどの区民の皆さんの得意分野を生かした企画を、広報などで区役所が
応援します。
こんな応援を
実施します！

❶市政だよりや区HPでの広報

詳しくは区 HPで

「50周年をお祝いする気持ち」を一つにしよう！

イベントの主催者や参加者の
「50周年をお祝いする気持ち」
を一つにするため、SNSで
「#中原区制50

周年」
のハッシュタグを付けて投稿してください。皆さんの思いを一つにして、
区全体でお祝いしましょう！
（令和 4年 4月1日現在）

26万4,399人

ケーションの機会が減っている今だからこそ、
「つながり」
と
「安心」
を実感でき、
「暮らしに

❷地元メディアへイベント情報の提供 など
※必ず掲載・放送されるわけではありません。

により、人と人が集うことが減り、コミュニ

も、子育てにも、働いても、訪れても」
良い
と言われるまちであり続けることを目指しま
す。 今後も皆さまのご協力をいただきなが
ら、区役所一丸となって取り組んでまいりま
すので、どうぞよろしくお願いいたします。
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投票区と投票所の変更のお知らせ

×

次回の選挙から、投票区と投票所を変更します。選挙が近づきましたら、
送付される投票所入場整理券をご確認の上、お間違えのないようご注意く
ださい。
【変更前】
投票区

投票区域

投票所

16

木月1丁目、木月3丁目、木月伊勢町、木月
大町、木月祗園町

住吉小学校

18

井田三舞町、井田杉山町

井田中学校

【変更後】
投票区

投票区域

投票所

16

木月1丁目
（11～24、33番以降）
、木月3丁目、
木月伊勢町、木月祗園町
（17番以降）

住吉小学校

18

木月1丁目
（1～10、25～32番）
、木月大町、
木月祗園町
（1～16番）

国際交流
センター

27

井田三舞町、井田杉山町

井田中学校

区役所総務課
（中原区選挙管理委員会事務室）☎044-744-3128

Poppin’ Music
（ポッピン・ミュージック）

●活動内容と今後に向けて
3年10月からPoppin' Musicという、0歳からの子どもと家族のための
英語で楽しむ音楽クラスを開催しています。クラスを開催するきっかけ
は、コロナ禍でなかなか外に出る機会がなく、孤立している赤ちゃんと
ママ・パパがいることを知り、他の参加者と音楽を通してつながれる場所
がほしいと思ったからです。
今後はリトミックに加え、ミュージカル俳優による
「0歳からの英語で楽
しむコンサート」
を不定期に開催していきます。赤ちゃんのうちから英語の
音楽に触れる機会を作っていきたいです。
●区制50周年について
区制50周年おめでとうございます。常に
変化し続けている町でありながら、人と人
とのつながりをとても大事にしている町で
英語で楽しむ音楽クラス
す。そんな中原区で、今後も年齢関係なく
活動の詳細はこちら
音楽でつながる活動をしていけることをう
れしく思います。
Poppin’ Music
（中村）
hello.poppinmusic@gmail.com

044-744-3340

区役所企画課☎044-744-3152

ゴーヤーの種配布
種目

配布 5月18日㈬から
※無くなり次第、配布終了
場所 区役所1階総合案内所
区役所企画課
044-744-3340

窓の近くで育てると
直射日光を防げます

ゴーヤーの育て方
①種 のとがったところをカッ
ターで切る

④発 芽して 葉 が３～４枚 に
なったら、プランターに植
え替える

②水でたっぷり湿らせた脱脂
綿の上に置く

⑤苗 は支柱で支え、 つるが
出てきたらネットに巻き付
ける

twitter

中原元気クラブ活動日程

緑のカーテンづくりに挑戦してみませんか。

☎044-744-3163

Instagram

044-744-3340

③白 い根が出たら、 根を下
向きにしてポットに植える

⑥プランターに植え替えてか
ら、約１カ月で実を収穫で
きる
料理にも
使える！

ボール運動を中心とし、スポーツ
OTOアート 万能になるきっかけ作りを目指し 5/16、23、
フットボール ます
30の月曜
運動の基本であるランニングで、
5/17、24、
キッズラン 楽しく基礎体力の向上を目指しま
31の火曜
す
かっこいいダンスのフリをマスター
Saturday し、地域の発表会出演を目指しま
ダンス
す

内容

日程

時間

場所

15時半〜
16時20分

大戸小学校
校庭

マットで体の柔らかさやバランス
マット体操 を、跳び箱で跳ぶ力や支える力を
付けていきます
自由にバドミントンを楽しむ時間で
バドミントン す。親子や友達同士で楽しみましょ
time
う

10時半〜
11時

ダンスに必要なステップや体の使
ダンス
エクササイズ い方などを学びます
5/14、28

の土曜

17時半〜 下小田中小学校
18時15分
体育館
9時〜
9時50分
10時〜
10時半

大戸小学校
体育館

10時〜
11時40分

※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、
途中入会は月額600円）
044-744-3323

中原元気クラブ事務局HP

区役所地域振興課☎

044-744-3346
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。

なかはらメディアネットワーク
情報コーナー

なかはらスマイル

区制50周年記念
モーニングコンサート 世界の歌

区のお知らせ
申し込み方法は市版6面参照

ソプラノ歌手MASAMIが世界の名
曲を歌います。 5月21日㈯10時半～

歩こう会
6月12日㈰8時～11時。雨天の
場合は19日㈰

鎌倉駅東口集合→銭

洗弁財天→鎌倉駅解散、約5km

区

役所地域振興課☎044-744-3323
044-744‐3346。 当 日 の 問 い 合 わ

（開場10時） 国際交流センターホー
ル

264人

1,500円

ゲストを招き、区内の魅力やイベントを紹介します。

ンツリー武蔵小杉 など

MASAMI
HP

男の育休を考えるフォーラム2022
～夫婦の絆と男の育休を考える～
父親も子育てに参加し、育休など
の取得や取得後の夫婦の職場復帰に

電話、FAXで中原市民館☎044-4337773

044-430-0132［先着順］

小杉地区緑化推進重点地区計画を
改定しました
小杉地区にある多様なみどりを、

744-3324

日、初回のみ14時～16時、2回目以

る魅力的なみどりへ、 市民、 企業、

降、10時～12時、全5回

中原市民

行政が一緒になって未来へつなげて

15人
（保育の有無など詳細は同

いくための計画を改定しました。詳細

はご相談ください。

館
区HP

館HPで）

6月4日～7月23

5月15日から直接、HP、

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

センター、武蔵小杉駅、元住

区役所企画課☎044-744-3149

ついて考えます。

からの応募が難しい場合

区役所、市民館、中原図書館、
とどろきアリーナ、 国際交流

区内の魅力やイベントを紹介します

区役所企

ら区HPで区役所地域振興課☎0443346［先着順］
。※区HP

情報コーナー設置場所

駅、平間駅、向河原駅、グラ

（平 日10時 ～17時) 050-

時10分～12時50分
（開場11時半）

044-744-

表などを配布しています

吉駅、武蔵中原駅、武蔵新城

044-744-3340［先着順］

5月16日 か

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

マイル瓦版、かわさきFM番組

毎週金曜発行、朝刊折り込み、区内各所でも配布中。

た上でご参加ください。

100人

他

タウンニュース

画 課 ☎044-744-3152

区 役 所5階

操

ション ☎050-1329-8791

744-3192。※事前に区HPを確認し

5月30日㈪12

放送予定:センサリーマップ展、オンラインパンジー体

情 報コーナーでは、タウン
ニュース中原区版、なかはらス

スマートフォンからも聞けます

1329-8791

出演：消防音楽隊

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

日までにHP、電話、FAXでランプレッ

せは6時半から区役所守衛室☎044-

区役所コンサート

5月20

イッツコムチャンネル
（地デジ11ch）
で放送中

いつもの暮らしをより豊かにしてくれ

はパンフレットをご覧ください。
「緑化

JR南武線武蔵小杉駅北口階段下 ☎044-722-8685

044-744-3340

推進重点地区」
とは、 重点的に緑化
の推進に配慮を加える地区として定
めるものです。

建設緑政局みどり・

多摩川協働推進課
☎044-200-2380
044-200-3973

市 HP

休所日：祝日
（振り替え休日を含む）

