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（令和2年9月1日時点） 2021（令和3）年 4月1日発行26万3,760人 13万4,636世帯
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　災害への備えや各種ハザード
マップを確認できます。
【備え】	●家庭での備蓄品	
	 ●避難時の行動
	 ●防災・気象情報の
	 　入手方法	など
【マップ】	●洪水、土砂災害の
	 　被害予測
	 ●避難所の位置	など

区民アンケートとは？
　区政に対する区民の意識などを調査するためアンケート
を隔年で実施しています。今回は令和2年7～8月に実施
したアンケートの回答をもとに載せています。
　回答にご協力いただいた皆さんに心からお
礼申し上げます。その他のアンケート結果は区
HPからも見られます。

 タイムリーな子育て
情報を区民の皆さん
にお届けするために、
子育てのお役立ち情
報や親子で楽しめる地
域のイベント情報を掲載し
た「なかはら子ネット通信」(通
称 「このゆびと~まれ!」) を2カ月ごと
に発行しています。

1972
中原区は令和4(2022)年4月1日に区制50周年を迎えます

　緑地内には多くの樹木が植えら
れ、四季折々の草花や花木が楽しめ
る散策路があります。等々力陸上競
技場、とどろきアリーナなどの運動
施設に加えて令和2年には等々力球
場もリニューアルオープンしました。

その
理由は？

●住宅を購入したから　　
●通勤・通学の便がいいから
●以前から住んでいるから 　

地域包括ケアシステム このゆびと～まれ！ 中原備える防災マップ
　誰もが住み慣れた地域で安
心して暮らし続けるため、「全て
の地域住民」を対象に、介護・医
療・介護予防・生活支援・福祉な
どが切れ目なく一体的に提供さ
れるよう取り組んでいます。

※その他「内水ハザードマップ」もチェック！
〈市版4面参照〉

『在宅療養はじめてBOOK』
の作成や区版2面のパンジー
体操なども取り組みのひとつ

新年度になり、新しい生活がスタートする人も多いのではないでしょうか。区民アンケートから分かった区民の思う区のイメージを読み解いていきましょう。
区役所企画課☎744-3149 744-3340

　令和2年に小杉町3丁目東地区に「Kosugi 3rd Avenue（コス
ギ・サード・アヴェニュー）」がオープンするなど、武蔵小杉駅周辺
には大型商業施設が多くある他、活気ある商店街があります。

　令和元年には相鉄・JR直通線が開業し、武蔵小杉
駅には、他にもJR南武線、JR湘南新宿ライン、JR
横須賀線、東急東横線、東急目黒線が通っています。

こんな声も
●地域包括ケアシステムって？
●子育て支援サービスって
　何があるの？
●地震や風水害の対策って？

知っておきたい暮らしのサポート

Q. これからも今の所に住む予定ですか？

Q. 中原区の「イメージ」として何を思い浮かべますか？

区HP区HP区HP

多世代が楽しめる場所

買い物に便利１位

2位

区HP

「これからも住んでいたい」

みんなの声から、中原区を知ろう！
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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　JR南武線武蔵小杉駅北口階段下 ☎722-8685　休所日：祝日（振替休日を含む）

花クラブ実行委員会に参加してみませんか

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:つながるマルシェ、モモの会　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

　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３年度の取り組みの一部を紹介します。

区役所サービスの環境整備●約199万円

区の機能強化●約500万円

まちのみんながつながる●約216万円
　地域の人が交流するきっかけづくりや
区主催事業への手話通訳者などの派遣
を行い「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」に向けて取り組みます。

安全に安心して暮らせるまちをつくる●約515万円
　子ども向けの「自分を守る安全マップ」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
全を守れるように支援します。

～なかはらパンジー体操10周年～
　体操の動画をリニューアルしました！
地域×企業×区役所が連携しリニューアル！
　区の花パンジーのようにいつまでもはつらつと暮ら
せることを目指して作成された、「なかはらパンジー体操」。令和2年度、
体操誕生１０周年を迎え、新たな動画を作成しました。
　リニューアルにあたり、企画から撮影・編集まで、区内有数の企業であ
るＮＥＣの玉川プロボノ倶楽部「ＰＮＧ４８」が全面協力！
　地域のボランティアによるパンジー隊の「体操の楽しさを伝えたい！」とい
う希望を受けて、笑顔が青空
に映える動画にリニューアル
しています。
　体操は、動画の動きをまね
するだけで簡単に始められま
す。コロナ禍の今、自宅でも
楽しく体を動かせる「なかはら
パンジー体操」をぜひやってみ
ませんか？

動画は区ＨＰで公開中
区役所地域支援課☎744-3261 744-3196

花クラブとは？
　花クラブは、区民により構成されたボランティア
団体です。区役所敷地内・武蔵小杉駅前・武蔵中原
駅前などにある計５カ所の花壇を班ごとに担当し、
週１回程度手入れをしています。令和２年度には発
足から20周年を迎えました。

活動内容
　毎年春に季節の花、秋に区の花パンジーを中心に植栽を
行い、花によるまちのイメージ向上を目指しています。そのほか、区民向けの
花植え体験や講習会なども開催し、地域住民の交流の場づくりにも取り組ん
でいます。花の選定・デザインはメンバーによって行われ、過去には花クラブ
の花壇が「わがまち花と緑のコンクール」で大賞を受賞したこともあります。

区役所地域振興課☎744-3324 744-3346

屋外で感染予防の上、撮影しました!
@NEC玉川事業場公開空地

パンジー隊
田中リーダー

みんなでこどもを支援する●約951万円
　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ています。

地域の活性化●約1,057万円
　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「心地よく歩き
たくなるまちなか」空間を創出するための取り組みや、区制50周年に向けた
記念ロゴなどの作成をします。

まちの魅力を活かしたまちづくり●約1,330万円
　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。

地域の身近な課題に取り組みます！

区民の声も
取り入れながら
実施しています

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

あなたの「やりたい」を
聞かせてください！

　あなたの地域で「やりたい」ことを
区役所が応援する中原区市民提案型
事業のスタートアップコースを募集し
ます。まずは区役所に相談してくだ
さい。 活動1年未満の団体（これ
から活動を始めようとする団体を含
む） 4月15日から電話かメールで
区役所企画課☎744-3149 744-
3340 65kikaku@city.kawasaki.
jp [先着順]。※事前相談は年間を通
して実施しています。
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18日、6月8日、7月6日、9月14
日、11月16日、12月14日、4年2
月15日の 火 曜、10時 〜11時 半
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、メールで教育活動総合サ
ポートセンター☎877-0553 877-
0980 support0731@luck.ocn.

ne.jp 区役所地域支援課☎744-
3293 744-3196 ［先着順］
春の☆キラリ文化教室

　5月から開催する❶ビールの世界
へようこそ❷チーズを気軽に楽しむ
❸子育てに役立つ色彩心理❹色えん
ぴつ画入門❺ステップアップ！色えん
ぴつ画❻メディカルハーブ＆アロマテ
ラピー❼俳句入門の参加者を募集し
ます。 各20人（❶❷は20歳以上、
その他は15歳以上） 生涯学習プラ
ザ会議室 2,200〜5,500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23日（必着）までに直接、ハガキ、
電 話、FAX、HPで 〒211-0064今
井南町28-41生涯学習財団☎733-
6626 733-6697 [抽選]
2021年度第１期　特別講座

　5月から開始するトランプゲームの
「コントラクトブリッジ教室」の受講者
を募集します。 16人 生涯学習プ
ラザ会議室 3,300〜6,600円、別
途テキスト代400円。※詳細はお問い
合わせください 4月19日（必着）ま
でに直接、ハガキ、電話、FAX、HP
で〒211-0064今井南町28-41生涯
学習財団☎733-5894 733-6697 
[抽選]

区HP

区役所敷地内花壇

メンバー募集中!
お気軽に

ご相談ください

パンジー体操も早いもので１０周年となりました！
たくさんの人が力を合わせて作ったこの動画を見
て、ご自宅でも体を動かすきっかけにしてほしいで
す。カラフルなTシャツで、新しいパンジー体操を
皆さんと一緒に楽しく声を出してレッツゴー！
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