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水・緑・花・人 の 出 会 う ま ち

8

Q
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

地域メディアと連携して区内のあらゆる
情報を発信するネットワークの名前は？

A

なかはら情報ネットワーク

B

なかはらインフォメーションネットワーク

C

なかはらメディアネットワーク
※答えは区版１面か２面の中にあります。

“

”

活動できる なかはら

いろ
いろ

中原区では、さまざまな活動団体がイベントなどを通じて地域活動に参加しています。
今月は、そのうちの一部を紹介します。 みなさんも中原区で活動してみませんか？

おと絵がたり

C Cなかはら・地 球にいいことプロジェクト

絵や絵巻とオリジナルの音楽と語りで

中原区を中心に地球温暖化防止のための普

地域や日本、世界に伝わる昔話を表現

及啓発、環境教育の実践、省エネ、防災活動

し、お話の大切なメッセージを分かち合

などを推進しています。

います。この活動を通してさまざまな人

最近では市民の水素エネルギーに関するア

と出会い、つながることで、地域社会と

ンケート調査や中小企業の環境に関するアン

の関わりを深め、温かみのあるまちづく

ケート調査、クールチョイスを推進しています。

りに貢献します。

まちづくりサロンを開催します
区民交流センター “なかはらっぱ ”に

日時

8月21日 ㈬14時 ～15時 半《開

登録している
「おと絵がたり」
による公演

場13時45分》

と、
「CCなかはら・地球にいいことプロ

場所 区役所5階会議室

ジェクト」
による防災エコグッズのワーク

定員 当日先着50人

ショップを開催します。

区役所地域振興課
☎744-3324

744-3346
今回の演目よりある場面

子育てサロン

子どもも多く来てくれて
とてもやりがいのある活動です！

区の社会福祉協議会、民生委員児童委員、主任児童委員とボ

ランティアが中心となり、区内15カ所で
「子育てサロン」
を開催し
ています。 保護者同士の情報交換、友達づくりの場となるととも

オリジナルポンチョが作れる！

子育てサロ
ン（住吉第 1
地区）の運
営スタッフ
の皆さん
いろいろな場所で子
育てサロンが開催さ
れており、救急に関
することなどさまざ
まなことも学べます！

に、親子遊びや季節の行事、保健師や保育士による
子育てアドバイスも受けられます。
子育てサロンの開催場所、日程などの詳細は区HP
からご確認いただけます。

区 HP

区役所地域ケア推進課☎744-3304

中原区・子どもと本を考える会
多くの子どもたちの心に良質な本が届くことを目指し、保護者・学校図書
ボランティア・地域住民など、子どもと本に関わる大人が、自主的に学習し
成長していくための講座を開き、中原区内に本を選ぶ力を持った大人を増
やす活動をしています。

744-3196

みんなの

地 域 包 括 ケ ア

働く人の
「心の健康」
を応援！
小杉駅周辺企業がストレス解消イベント企画中！
武蔵小杉駅周辺の企業と区役所が手を組んで武蔵小杉在住、または通
勤する社会人向けの
「ストレス解消イベント」
を企画しています。
働く人が気軽に参加でき、笑顔で帰宅できるような交流の場をつくるこ
とを目指しています。
企画ワークショップでは、近所で働いてい
ながら普段なかなか接することのない各企
業のメンバー同士の交流が生まれました。
イベントの内容は今後、市政だよりなどで
お知らせします。

区役所生涯学習支援課☎433-7773

（令和元年7月1日現在）

430-0132
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区役所地域振興課☎744-3282
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種からパンジー育成講座＆
ダンボールコンポスト講座

In Unity 2020
出演者＆ゴスペルコーラス隊 参加者募集
イン

ユ ニ テ ィ

区民手作りの音楽イベント
「In Unity」
の出演者、ゴスペルコーラス隊の
参加者を募集します。ゴスペルコーラス隊は、プロ講師の指導の下、4回
の練習でステージに立つ特別企画です。
2年1月26日㈰

区の花パンジーを種から育てて、花にあふれる街並みをつくりませんか？
９月７日㈯13時半～15時
（開場13時）
中原区役所5階会議室
30人 ５００円

中原区役所5階

9月6日までに直接、電話、FAXで区役所地域振興

❶出演者

課☎744-3324

対象：アマチュアミュージシャン、ダンスグループ 15組程度

744-3346
［先着順］

❷ゴスペルコーラス隊

小学生以上60人 参加費5,000円

普通救命講習Ⅰ

❸ボランティアスタッフ 随時募集中

❶は9月27日(必着)までに応募用紙に必要書類を添えて直接か郵送

心肺蘇生法や、自動体外式除細動器
（AED）
の取り扱い方法などの講義

で。
［選考］
❷は9月27日(必着)までに区HPか応募用紙を直接、FAX、郵

と実習。

送で。
［抽選］
。❸は直接、電話、FAXで随時。

原消防署

〒211-8570区役所地域振興課☎744-3324

❶9月18日㈬13時半~16時半❷10月4日㈮9時~12時
各30人

❶8月28日❷9月13日、 いずれも

各800円

9時から電話で市消防防災指導公社☎366-2475

744-3346

※応募用紙などは区役所、市民館などで配布

中

272-6699［先着

順］
。※受講者に修了証を交付

中。

歩こう会
9月8日㈰8時～11時 ※雨天翌週
（9月15日）
武蔵新城駅～円筒分水～津田山駅 約5キロ
区役所地域振興課☎744-3323

744‐3346

当日の問い合わせは午前6時半から区役所守衛
室☎744-3192

食中毒を予防しよう！
夏はバーベキューやキャンプの季節です。しかし、食品の扱い方を間違

夏休み区役所コンサート

えると食中毒を起こしてしまうことがあります。食中毒予防三原則を守っ
て食中毒を撃退しましょう。

８月２１日㈬12時10分 ～12
時50分
（開場11時半）

原則

※災 害出動などで中止になる
場合があります

1

調理の前後、トイレの後な

つけない

どは丁寧に手を洗いましょ
う。

出演：消防音楽隊
中原区役所５階
区役所地域振興課☎744-3324
詳細は区HPで。

原則

744-3346

中原区役所コンサート

検索

市民健康の森
平台クリーンデー
（平台緑地）
。
民健康の森入り口広場集合

原則

9月8日㈰9時から。雨天中止

中原区市民健康の森を育てる会☎

0855。区役所地域振興課☎744-3324

市

766-

744-3346

2

増やさない

日程

健康体操

9月7日㈯

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14日、
28日の土曜

時間

早めに食べきりましょう。

部までしっかり加 熱しま
しょう。

区役所衛生課☎ 744-3273

744‐3342

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。

参加費

なかはらメディアネットワーク

なかはらスマイル

10時～
11時半

平間小学校
特別活動室

500円

平間小学校
500円
特別活動室
（ただし、8月は
（ただし、8月は
600円）
藤行ビル3階）

8月17日、
9月21日
の土曜
9月7日、21日
10月5日の土曜

場所

温保存をし、作った料理も

加熱が必要な食品は中心

3 やっつける

平間スポーツレクリエーションクラブ活動日程
教室名

買った食べ物は早めに低

10時～
12時

平間小学校
多目的教室

大人 200円
中学生以下
100円

※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。また、乳幼児を連れての参
加はご遠慮ください
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

イッツコムチャンネル
（地デジ11ch）
で放送中

情報コーナー

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

情 報コーナーでは、タウン

放送予定：なかはらっぱ祭、富士通レッドウェーブふれ

ニュース中原区版、なかはらス

あいバスケットボール教室

マイル瓦版、かわさきFM番組

他

表などを配布しています。
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。

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、東急電鉄武蔵小杉
駅・元住吉駅、JR武蔵小杉駅・
武蔵中原駅・武蔵新城駅・平間
駅・向河原駅、グランツリー武

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。

蔵小杉など

区内の魅力やイベントを紹介します。

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

区役所企画課☎744-3149

744-3340

JR南武線武蔵小杉駅北口階段下 ☎722-8685

