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A ロジーちゃん　
B ミミ・ケロ
C かわるん

※答えは区版１面か２面の中にあります。

中原区役所の子育てイメージキャラクター
は？Q

　遊びを通して友達をたくさんつくりたい、季節ごとのイベントやサークル活動にも積極的に参加した
い、さらには保護者同士の交流や情報交換もしたい…。区内には、子育て中の皆さんの交流の場が
あります。気軽に参加してみてください。
区役所地域ケア推進課☎744-3239 744-3196

　各取り組みでは、運営のサポー
トをしていただける人を募集して
いる場合があります。興味のあ
る人は気軽にご相談ください。

　子育て中の保護者と子どものために、
地域の民生委員児童委員、主任児童委
員や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。親子遊びや季節の行事、保健師
や保育士による育児アドバイスも受けら
れ、保護者同士の情報交換、友達づく
りの場としても活用されています。予約
は不要です。

　子育て中の保護者が気軽に立ち寄
り、交流できる場として「なかはらママ
カフェinいまい」「なかはらママカフェin
生涯学習プラザ」を開催しています。お
いしいケーキとお茶でホッとひと休みし
てみませんか。予約不要です。無料（飲
食は有料）。

　地域の子育てに関するイ
ベント情報や公園などのお
でかけスポット情報を分かり
やすく提供します。

中原区子育てイメージキャラクター　
ミミ・ケロ

最新の情報を得るには

＃子育てサロン
＃ママカフェ

＃子育てグループ（サークル）

なかはらの子育て

Android用 iPhone用

地 域 で 応 援 あなたの力も
必要です。

＃親子で
　友達づくり

一緒に作って
みませんか

＃子育てアプリ

　子育て中の親子の友達づくりの
場の紹介や、子育てボランティア
を始めたい人向けの情報など、幅
広い子育て情報をラジオで発信し
ています。

かわさきFM(79.1MHz)　
毎月第４水曜日15時半～16時

＃このゆびと～まれ！
　ミミケロ子育て
　情報室

親子で一緒に
成長を楽しみ
ましょう

　「子ネット通信」の編集委員を
募集しています。資格や経験は
不要。子ども連れでも参加でき
ます。申し込み不要ですので、
編集などに興味のある人はぜひ
一度見学に来てください。
　編集会議：原則毎月第３木曜、
10時～11時、区役所別館１階
幼児室にて

　子育て情報を育む・遊ぶ・
通う・集う・支えるのカテゴ
リーに分類した冊子「子育て
情報ガイドブック」や、親子
で楽しめる各機関のイベント
情報などを掲載している「子
ネット通信」を2カ月ごとに発
行し区役所などで配布して
います。

＃子育て情報誌

※詳細は、区役所のホームページで確認してください

子ネット通信
最新号

　ニュージーラン
ドの幼児教育をお手
本に、子どもの自由な
遊びの場と親の学び合い
の場を組み合わせ活動して
います。

　同じくらいの年齢の子どもを持つ保護者が自主的に活動をし
ています。
手遊びや体操をしたり、公園で遊んだりと、活動内容はさまざ
ま。親同士の情報交換の場にもなっています。
今回は、そのうちのひとつのグループについてご紹介します。

プレイ
センタ

ー

かんが
る～
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住民票･印鑑証明他は南武線武蔵小杉駅北口階段下 小杉行政サービスコーナーをご利用ください。☎722-8685

区役所企画課☎744-3149 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:上平間おしゃべりカフェ、中原区役所の木質化
について、なかはらフォトコンテスト受賞作品紹介　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、東急「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。

平間スポーツレクリエーションクラブ活動日程

春の☆キラリ文化教室

　地域の人が交流す
るきっかけづくりや「誰

もが住み慣れた地域や自らが望む場で安心して暮らし続ける
ことができる地域の実現」に向けて、在宅療養に関するパン
フレットを作成し、区民が在宅療養を選択肢の1つとして検討
できるように啓発を促進します。

　小杉町３丁目東地区の開業やこ
すぎコアパークのリニューアルが
予定されていることから「居心地が
良く歩きたくなるまちなか」空間を
創出する社会実験を実施します。

　ガイドブックなどで子育て
情報を発信したり、子育てを
する親子の仲間づくりや居場
所づくりなどを推進するため、

子育てサロンの運営を支援します。

　川崎フロンターレなどのかわ
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、スポーツを通した地域
の活性化を目指します。

　令和元年度東日本台
風での経験を生かした
災害対策や犯罪、交通
事故から身の安全を守
れるように支援します。

なかはらのおさいふ
　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。２年度の取り組みの一部を紹介します。

区役所企画課☎744-3149 744-3340まちのみんながつながるためのお金

地域活性化のためのお金

みんなでこどもを
支援するためのお金

まちの魅力を生かした
まちづくりのためのお金 区役所サービスの

環境をよくするための
お金

区の機能強化のための
お金

安全に安心して暮らせるまちを
つくるためのお金約299万円

約1,304万円

約985万円

約1,409万円

約224万円

500万円

約789万円

教室名 日程 時間 場所 参加費

ヨガ教室
【講師】髙山ひろみ

4月25日、5月9日
5月23日、6月13日

の土曜 10時~
11時半

平間小学校
多目的教室 各日500円

気功教室
【講師】板橋恵子 4月18日㈯ 平間小学校

特別活動室

卓球広場 4月18日、5月2日
6月6日の土曜

10時~
12時

平間小学校
多目的教室

各日大人 200円、
中学生以下100円

講座・教室名 日程 時間

❶ 楽らく歌の教室 5月19日、6月9日、16日、23日、
7月14日の火曜、全5回

13時20分〜
14時50分

❷ 色えんぴつ画入門 5月18日、25日、6月15日、29日、
7月6日の月曜、全５回 14時〜15時半

❸ ステップアップ！
色えんぴつ画

5月18日、25日、6月15日、29日、
7月６日の月曜、全5回 14時〜15時半

❹ 風景写真教室 5月7日、21日、6月11日、18日、
7月2日の木曜、全5回 14時〜16時

❺ チーズを気軽に楽しむ 6月3日、17日、7月1日、8日、15日の
水曜、全5回 14時〜15時半

❻ メディカルハーブ＆
アロマテラピー

5月26日、6月9日、23日、7月7日、
14日の火曜、全5回 10時〜11時半

※ 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。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

各20人（❺は20歳以上、その他は15歳以上） 生涯学習プラザ会議室 各
4,700円※教材費が別途必要な場合があります。詳細はお問い合わせください

4月20日（必着）までに直接、ハガキ、電話、FAXで〒211-0064今井南町
28-41市生涯学習財団☎733-6626 733-6697［抽選］

　「落とし物が見つかりました。ありがとう！」「お祭りのチラシを見つけま
した」「このカフェがおすすめです」「子どもが読んでいた絵本をお譲りしま
す」中原区でも展開されている地域の広場アプリ「ピアッザ」では日々、温
かいコミュニケーションが行われています。　
　また、オンライン上だけではなく、アプリを利用している人が集まるオ
フ会も各地で開催され、趣味や子育てに関する話をするなど、実際の“つ
ながり”も生まれています。暮らしに役立つ情報を、安心して気軽に収集・
発信することができます。区役所からのニュースも配信中です。
　地域とのつながりをつくるきっかけがほしい人は、ぜひ登録
してみてください。

区役所地域振興課☎744-3282 744-3346

街に住む人同士の“つながり”を
サポートする地域密着型アプリ

【P
ピ ア ッ ザ

IAZZA】
オフ会の様子

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

市民健康の森
　❶竹林の手入れ（竹の選別）❷井田
平台クリーンデー ❶は4月26日㈰❷
は5月7日㈭、いずれも9時に市民健
康の森入り口広場に集合。雨天中止

中原区市民健康の森を育てる会☎
766-0855。区役所地域振興課☎

744-3324 744-3346
歩こう会

　約5kmのコースを参加者全員で歩き
ます。当日集合場所に直接お越しくださ
い。 5月10日㈰8時〜11時。雨天翌
週 鎌倉駅集合→銭洗弁財天→鎌倉
駅解散 区役所地域振興課☎ 744-
3323 744‐3346。当日の問い合わ
せは6時半から区役所守衛室☎744-
3192
なかはらパンジー体操　10周年記
念のつどい

　体操、歌などを行います。飲み物
とタオルを持ってどなたでもお越しく
ださい。 5月15日㈮13時〜14時半

（開場12時半） 区役所5階会議室

当日先着150人程度 区役所地域
支援課☎744-3308 744-3196
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

　子どもの発達に不安や悩みを抱え
る小・中学生などの保護者を対象に、
子どもの良き理解者、支援者を目指
したミーティングを開催します。 5
月19日、6月9日、7月7日、9月15
日、11月17日、12月15日、3年2月
16日の火曜、10時〜11時半、全７
回 区役所５階会議室 小・中学生な
どの保護者60人 4月15日から電
話、FAXで教育活動総合サポートセン
ター☎877-0553 877-0980 区
役所地域支援課☎744-3293 744-
3196 ［先着順］
食生活改善推進員養成教室
～健康づくりのボランティア～

　食と健康について学習し、地域で健
康づくりのボランティアとして活動しま
せんか。 ５月２７日、６月３日、１０日、２４
日の水曜、１３時半〜１６時（６月１０日のみ
９時半から１２時半）、全４回 区役所別
館（6月10日のみ中原市民館料理室）
20人 調理実習の実費あり 4月
15日から電話、FAXで区役所地域支援
課☎744-3268 744-3196［先着順］

地域課題対応事業費
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