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中原区ホームページ http://www.city.kawasaki.jp/nakahara/ ［区版］は区の情報を中心に掲載しています。

水・緑・花・人 の 出 会 う ま ち

地域で活躍する皆さんの活動を紹介します！

8

なかはらエコ推進大使
ロジーちゃん

中原区の木モモ

毎月、専修大学生が
井田地区で開催する落
語カフェ。参加者は、
コーヒーを味わいなが
ら耳を傾け、楽しい時
間を過ごしています。

中原区の花パンジー

お間違えのないように

区役所地域ケア推進担当☎744-3239

こんなこと、あんなこと
！

744-3196

町内会・自治会の活動は、その地域の暮らしやすさにつながっています。 活動

町内会・自治会の活動

をもっと知り、互いに支え合い、安心して暮らせるまちづくりに参加しませんか。
区役所地域振興課☎744-3159

※各町内会・自治会により活動内容は異なります。

情報を共有する

互いに見守る

まちの安全を守る

あなたの広報力をアップ！
広報紙づくり講座

「市政だより」の配

非行や犯罪のない、
安心して暮らせるまち
に す る た め、防犯パ
トロールや暗い夜道で
「 火の用 心 」の見 回り

744-3346

お年寄りへの声

布や各広報紙の回覧

かけや、通学路で

で、暮らしに役立つ

登下校の見守りな

地域新聞
「タウンニュース」
ス

情報 や 行 政 情 報 な

どを行っています。

タッフが広報紙作成のコツをア

どを共有しています。

ドバイス！町内会・自治会や企業、

などを行っています。

団体などの広報担当者やサーク
ル活動などで仲間を募集してい
る人にピッタリです。

災害に備える

まちの交流を生み出す

日時 ９月10日㈰14時～16時
場所 区役所５階会議室

いつ起こるか分か

お祭り、 運動会
など、 みんなが気

らない災害に備え、

軽に参 加できる地

消火・炊き出しの訓

域の行事を実 施し

練や物資の備蓄 な

ています。

どを行っています。

定員 60人
８月31日までに直接、電話、
FAX、メールで区役所地域振興
課 ☎744-3159

744-3346

65tisin@city.kawasaki.jp
［抽選］

Ｑ入会方法は？

町内会・自治会は、 同じ地域

まちをキレイにする

に住んでいる人が、仲良く助け

お住まいの地域の町内
会・自治会の役員にお尋ね
ください。役員がわから
ない場合は、区役所地域
振興課にご連絡ください。

ゴミ集積場所の維

合い、安心して暮らし続けるこ

持管理、公園・道路

とができるよう、日頃からさま

の清掃、 草花の植

ざまな活動に取り組んで

え付けなどの美化活

います。ぜひ、皆さんも、

動を行っています。

お住まいの地域の町内会・

一緒に地域の活動を
始めてみませんか。

自治会につなぎます。

中原区町内会連絡協議会
富岡昭三会長

還付金詐欺にご注意ください！

平成29年度第１回中原区総合防災訓練を実施します

還付金詐欺とは … 役所などの職員を装い
「医療費」
や
「保険料」
などの還付を

地震への備えや地域での助け合いをテーマとした防災訓練です

名目にＡＴＭ機を操作させてお金をだまし取る手口です。

（一般参加可）
。

被害者のほとんどが、
「まさか自分が被害にあうと思わなかった」
「役所だと言うので安心

日時 ９月３日㈰9時～11時半 会場 大戸小学校

してしまった」
といいます。不審な電話がかかってきたら、相手の言うことをうのみにせず、

内容 避難所訓練、救出搬送訓練、防災アウトドア体験など

家族や警察に相談しましょう。

※内容は一例。変更の可能性があります。

区役所危機管理担当☎744-3162

744-3346

区内の還付金詐欺発生状況 平成28年：3件
（1年間） 平成29年：11件
（6月末時点）

親子サッカードリーム教室

区役所危機管理担当☎744-3141

744-3346

新設小学校聴聞会・公聴会のお知らせ

川崎フロンターレと連携した、プロのコーチ

31年4月
「小杉町2丁目295番1」
に開校予定の小学校の学校名、通学区域

による教室です。 等々力陸上競技場メインス

などに関する聴聞会・公聴会を開催します。

タンド内を巡るツアーや、各種アトラクション、

❶聴聞会
（どなたでも参加、発言可）

選手との交流が楽しめます。

日時・場所 8月24日㈭18時半～20時 西丸子小学校体育館

日時 10月15日㈰11時～15時
（荒天中止）

8月29日㈫18時半～20時 今井小学校特別活動室

場所 等々力陸上競技場

定員なし、いずれも同じ内容、上履き持参、車での来場不可。

対象 区内在住か在学の小学生と保護者、500組1000人

❷公聴会
（傍聴のみ、発言不可）

費用 1組100円
（保険料）

日時・場所 9月4日㈪18時半～20時 区役所5階 定員 当日先着10人

8月14日～9月19日に直接、FAX、HPで新丸子町745
川崎フロンターレ後援会☎739-6070
区役所地域振興課☎744-3323

（平成29年7月1日現在）

❶❷ともに申込み不要。当日参加できない人のご意見も8月30日～9月29日
（必

722-9432。
［抽選］

744-3346。

25万3,423人

着）
の間、郵送、FAX、メールで受け付けします。 〒210-8577教育委員会教
HPはこちらから

育環境整備推進室☎200-3319

200-3679

88seibi@city.kawasaki.jp

●発行：中原区役所 〒211-8570 中原区小杉町3-245
2017（平成29）年
744-3340）

12万7,697世帯 ●編集：中原区役所企画課（☎744-3149

8月1日発行

ここからなかはら区版です
11月12日㈰
等々力緑地

2017（平成29）年

「区民祭」出店者＆ステージ発表者募集

❶出店者募集

出演者＆ボランティア
スタッフ募集

区民手作りの音楽イベント
「InUnity」
に参加しませんか。

※出店料などがかかります。詳細は申込書をご覧ください。

❶は9月20日
（必着）
までに区役

❶出演者募集

❷ステージ発表者募集

ア マ チュ

所などで配布する応募用紙に必要

アのミュージシャ

書類を添えて直接か郵送で〒211-

ン、ダンスグルー

8570中原区役所地域振興課。
［選

プなど、15組

考］
❷は直接、電話、FAXで随時

❷ボランティアスタッフ募集

受け付け

対象 どなたでも可

744-3324

対象

対象 区内在住・在勤・在学の人を中心とする5〜50人程
度の団体、10組程度
ジャンル 各種ダンス、伝統芸能、合唱、楽器演奏など
出演時間 10分以内
（準備時間5分を除く）
❶❷ともに8月25日
（必着）
までに区役所で配布する申込書に必要書類を
添えて直接か郵送で〒211-8570中原区役所区民祭実行委員会事務局。
［選
☎744-3220

区 版 なかはら

No.1166

30年 1月 28日㈰
エポックなかはら

対象 原則、区内在住・在勤・在学の人を中心とする公益団体

考］ ❶は区役所区民課☎744-3170

8月1日号

744-3340❷は区役所児童家庭課

区役所地域振興課☎
744-3346。

子育て 支 援者を養 成 します

744-3196。

子育て支援に必要な知識を連続講座で学び、子育
てサロンやママカフェなど、地域で親子を見守るボラン
企画課

ティアに参加しませんか。子育てに関する講演や支援
の活動紹介、活動場所の見学などを行います。

「この街のどこが好き？なかはらの歌」
を紹介します

日時 コース❶ 9月21日〜10月19日の木曜
コース❷ 11月1日〜11月29日の水曜 ❶❷ともに10時〜12時

平成14年に区制30周年を記念して、市民公募に

場所 かわさき市民活動センター 定員 各コース30人

より選ばれた最優秀作品に補作・編曲を加えて制作さ

8月15日9時から直接、電話、FAXでかわさき市民活動センター☎

れました。学校やサークルでも楽しめるよう、合唱曲

430-5566

や吹奏楽曲にも編曲されています。
「この街のどこが

430-5577。
［先着順］

好き？君なら答えはなに？」
という問いかけから始まる
歌詞が印象的な、親しみやすく、ぬくもりのある歌です。

普通救命講習Ⅰ

中原図書館でＣＤの貸し出しを行っているほか、区HPからMP3音源、メ
ロディ譜、ピアノ譜がダウンロードできますので、ぜひ聞いてみてください。
区役所企画課☎744-3149

❶9月6日㈬13時半〜16時半❷
9月23日㈷13時半〜16時半
消防署講堂

744-3340

円
所5階

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

20人

300円

8月15日

から電話かFAXで区役所地域振興課
☎744-3324

744-3346。
［先着順］

第150回中原区役所コンサート

から
「神奈川第18区」
に編入されま

❶8月23日から❷9月8日から

366-2475

7日㈭13時〜14時半
（開場12時） 中原
老人福祉センター
人

［先着順］

272-6699。
［先着順］

2017年秋の☆キラリ文化教室

～子育ち・親育ち～
こころの子育て講座

歌、ハーブ＆アロマテラピー、風景

jaja。子 どもの 一 時 預 かり有り(要

学 びます。

プラザ。各教室の詳細はお問い合わせ

予 約)

区 役 所 地 域 振 興 課 ☎744-

金曜、全2回、10時〜12時

3324

744-3346。

ルなかはら(今井上町1-34和田ビル１

接、ハガキ、電話、FAXで〒211-0064

Ｆ)

中原区今井南町28-41市生涯学習財

9月29日、10月6日の
福祉パ

未就学児の保護者、20人。託

ください

団☎733-6626 733-6697。
［抽選］

までに直接、電話、FAXで区社会福

とどろきアリーナ
「秋から始めるコース型教室体験会」

祉協議会地域課☎722-5500

711-

1260。
［抽選］
南武線

登戸駅集合〜市緑化センター〜久地駅

井田長瀬緑地のアオキ・シュロを除

744-3346。当日の問い合わせは6時

伐する環境整備を行います。

半から区役所守衛室☎744-3192。

24日㈰9時半〜12時

区の花パンジーを種から育てて、花

地

9月

井田長瀬緑

9月21日(必着)までにメールア

バラ❺フットサルレディース❻ラテンエ

切さ、伝え方を学びます。
㈮14時〜16時45分

9月8日

アロの6コース。

❶

小学生❷❸❻15歳以上❹6歳以上❺
15歳以上の女性

区役所5階

9月1日㈮〜

とどろきアリーナ。

区内在住か在勤の栄養士、養護教諭、

日程、講座内容、定員などの詳細は

食育に興味のある人、50人

お問い合わせください

8月

8月15日

ドレス、
「9月24日㈰」
も記入しハガキ

15日から直接か電話で区役所地域

から直接か電話で〒211-0052中原

で〒211-0052中原区等々力3-12市

支援担当☎744-3268

区等々力1-3とどろきアリーナ☎798-

にあふれる街並みを作りませんか。

公 園 緑 地 協 会 ☎711-6631

9月16日㈯10時 〜11時35分

8410。
［事前申込制］

区役

ストレッチ健康体操❹スポーツチャン

講演やグループワークで食育の大

かわさきの森づくり

区役所地域振興課☎744-3323

❶ソフトバレーボール❷整体運動❸

栄養士・養護教諭等研修会
「伝えていこう！和食の魅力」

出演者の「 jaja」

9月15日
（必着）
までに直

8月25日

児有(2〜3歳、要予約)

歩こう会

種からパンジー講座＆ダンボール
コンポストアフターフォロー講座

777-2833。

の6講座。 10月6日㈮〜 生涯学習

744-3340。

解散。約5km。当日直接。雨天翌週

8月28日13時 から 直 接、 同

センター☎777-6000

見つめ直して子育てを楽しむヒントを

区 役 所５階。 出 演：

更はありません。 区役所選挙管理

9月10日㈰8時〜11時

60歳以上、130

写真、色えんぴつ画、ワイン、切り絵

す。衆議院議員総選挙以外では変
委員会☎744-3128

各日800

歌謡ショーなどが楽しめます。 9月

自分の気持ちや子どもの気持ちを

(開 場11時 半)

これらの地域が
「神奈川第10区」

各日30人

中原

電話、FAXで市消防防災指導公社☎

9月13日㈬12時10分〜12時50分
井田三舞町・井田杉山町の
衆議院小選挙区変更

敬老のつどい

722-

5000

［先着順］

なかはらスマイル
イッツコムチャンネル
（地デジ11ch）
にて放送中
水曜21:30〜21:39／土曜16:00〜16:09／日曜10:30〜10:39
放送予定：なかはらっぱ祭り、富士通レッドウェーブ バスケッ
トボール教室、警察・消防・区役所ぐるぐるツアー 他
区ホームページから過去の映像が見られます
（YouTube）

区役所企画課☎744-3149

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。

744-3340

798-5005。
［先着順］

平間スポーツレクリエーションクラブ活動日程
教室名

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

744-3196。

日程
９月２日、
１０月７日の土曜

健康体操
ヨガ教室
【講師】
髙山ひろみ
気功教室
【講師】
板橋恵子
卓球広場

９月９日㈯

時間

場所

費用

10:00〜
11:30

平間小学校
特別活動室

500円

10:00〜
12:00

平間小学校 高校生以上200円
多目的教室 中学生以下100円

９月２３日㈷
９月２日、１６日、
１０月７日の土曜

※予約・用具不要(ヨガマットは数に限りがあります)。飲み物は持参。運動に適し
た服装で。
「健康体操」
は室内履き(スリッパ不可)を持参。※８月は会場の都合によ
りお休みになります。

平間スポーツレクリエーションクラブ
（滝口）
☎０７０-６９８０

-７９４９
（５５５-９１４０も可）
。区役所地域振興課☎７４４－３３２３ ７４４－３３４６

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

武蔵小杉駅北口階段下 ☎722-8685

