
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

お間違えのないように

なかはらエコ推進大使
ロジーちゃん

中原区
シンボルマーク

中原区の花 パンジー中原区の木 モモ

24 4,812万 人 12 2,488万 世帯

　太陽光パネルなど区役所の環境配慮設備の見学会を行います。見学
会終了後、参加者にゴーヤーの種を配布します。
日時　 5月13日（水）、14日（木）、両日とも10時～10時半、14時～14時半
場所　区役所5階会議室
定員　各回当日先着25人
　　　（開始30分前から区役所5階で整理券配布）
区役所企画課☎744-3163、 744-3340

　中原市民館サークル連絡会の加盟サークルによる発表会。

　世界・国内のトップレベルの選手たちによる国内唯一の国際陸上競
技大会を開催します。就学前の子どもは無料で観戦できます。
日時　5月10日（日）9時～17時　　場所　等々力陸上競技場
❶区民招待：小学生以上、100人
❷ サブイベント「50㍍、100㍍を走ろう（中原区民）」参加者募集：同日10
時～11時半開催。対象は区内在住・在学の小学生。50㍍＝1～3年生、
100㍍＝4～6年生、合計で200人

いずれも雨天決行。 4月23日（消印有効）までに往復ハガキに催し名、
住所、氏名、電話番号と❶は人数（2人まで）❷は学校名、学年も記入し
〒210-8577市民・こども局市民スポーツ室☎200-3245、 200-3599。［抽選］

笑顔あふれるまちを目指して
27年度地域課題対応事業 中原区イメージアップキャラクターうさぎちゃん（左）　

なかはらエコ推進大使ロジーちゃん（中央）　
中原区区民会議キャラクターたぬきくん（右）▶

　区の課題を解決するために、区民の参
加と協働により実施する事業を「地域課題
対応事業」といいます。27年度の主な取
り組みを紹介します。
区役所企画課☎744-3149、 744-3340

●安全・安心まちづくり 約850万円
●地域福祉・健康づくり 約221万円
●総合的な子ども支援 約1,415万円
●環境まちづくり 約287万円
●地域資源活用 約1,243万円
●地域コミュニティー活性化 約2,043万円
●区役所サービス向上 約354万円
●区の機能強化 500万円
●その他 約485万円

　昨年度新設された「区の新たな課題に即
応するための取り組み」の予算を今年度も
計上しています。
　また、地域課題対応事業の他、区役所施
設などの管理運営のための予算権限が移譲
され、区が適切かつ速やかに課題解決に対
応できるようになりました。

地域コミュニティー活性化

総合的な子ども支援

安全・安心まちづくり

　武蔵小杉駅周辺地区の再開発に合わせ、住みやすく
魅力あるまちづくりを進めるため、市民・事業者・学識
者を交えて持続可能なコミュ二ティー形成に向けた検
討を行います。また、地域の魅力を発信し、世代間交
流を推進するために、区民による「なかはらミュージ
カル」の上演などを行います。

　区内保育所の連携強化や職員の質の維持・向上のた
め、各種連携会議、保育交流、人材育成などを開催し、
公営保育所を中心とした施設の有効活用を行います。
また、区内で開催する子育てサロンへの支援などを通
じて、地域での子育て支援を推進します。　

　武蔵小杉駅周辺の帰宅困難者対策を推進するために、官
民協議会の開催など、新たな取り組みを行います。また、
自転車事故の減少を図るため、スタントマンによる交通事
故の再現を取り入れた交通安全教室などを行います。

子どもから大人まで参加する「なかはらミュージカル」

事故の怖さを近くで体感することができます▶

◀子育てサロンは区内16カ所で開催

なかはらメディアネットワーク 4月
テレビ なかはらスマイル
イッツコムチャンネル（地デジ11ch）
水・金曜 17:45～17:54／土・日曜10:35～10:44

ラジオ Enjoy★なかはら
かわさきFM（79.1MHz）
第1・3金曜 11:00～11:30／
21:00～21:30（再放送）5日～11日 区の木制定記念植樹式他

12日～5月2日  二ケ領用水なかはら桃まつ
り他

放送日が第1・3金曜になりま
した。毎回ゲストを招きます。

※放送内容は変更する場合があります。 区役所企画課☎744-3149、 744-3340

区内の情報をさまざまなメディアが発信 なかはらメディアネットワーク 検索

作品展
5月8日（金）12時～17時
　  9日（土）10時～17時
     10日（日）10時～16時

絵画・陶芸・絵手紙・書・和裁・籐（とう）工芸な
ど…ギャラリー・2階各室

体験
教室

5月8日（金）13時～15時 詩吟…第5会議室

5月9日（土） 囲碁…10時～17時。グループ室
健康体操…13時～16時。体育室。上履き持参

5月10日（日）
囲碁…10時～16時。グループ室　
民族楽器（展示）…10時～13時。1階フロア
パステル画…12時～15時。1階フロア

演技
発表

5月10日（日）
11時～16時半

日本舞踊・楽器演奏・唱歌・着付け・各種ダン
ス・太極拳など…多目的ホール

中原市民館サークル祭

エコ設備見学会とゴーヤーの種配布

中原市民館☎433-7773、 430-0132

屋上の太陽光パネルを見学できます

セイコーゴールデングランプリ陸上2015川崎

3年振りに開催

リニューアルされた
等々力陸上競技場で

27年度予算の特徴

屋根が付き快適になったメーンスタンド 好記録が続出した2014東京大会



あなたが主役の健康づくり

区役所地域保健福祉課☎744-3261、 744-3342

ワンポイント康健
第13回

　　　　　　

募集募集・・案内案内
  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
える小学生の保護者を対象に、発
達への理解を深め、関わり方など
について学びます。5月11日、6月
8日、7月13日、9月14日、11月9日、
12月14日、28年2月8日の月曜、10
時～11時半、全7回。区役所5階会
議室（最終回のみ区役所別館）で。
小学生の保護者25人。 4月15
日10時から電話で教育活動総合サ
ポートセンター☎877-0553（10時～
17時）。［先着順］ 区役所児童家庭
課☎744-3279、 744-3343。
   中原区まちづくり推進委員会
全体会の見学者募集
　同委員会は区の地域課題解決に
向けた実践活動の他、市民活動団
体の支援、区の魅力発信などを
行っています。全体会では活動報
告と活動方針などについて話し合
います。5月13日（水）18時半～20時
（開場18時15分）。区役所5階会議
室で。当日先着10人。 区役所地

域振興課☎744-3324、 744-3346。
  市民健康の森

　4月26日（日）9時に市民健康の森
入り口広場に集合。竹林の手入
れ。軍手持参。雨天中止。 中原
区市民健康の森を育てる会☎788-
6579。区役所地域振興課☎744-
3324、 744-3346。
  歩こう会

　5月10日（日）8時に横須賀線西大
井駅に集合、8時半出発。11時ご
ろ解散。西大井駅～中央海浜公園
～平和島駅。約5㌔。当日直接。
雨天時は17日（日）に延期。 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。
  走り方教室

　5月9日（土）14時～15時半。SUUMO
住宅展示場武蔵小杉で（今井上町
55-10）。小学生、当日先着30人。
30分前から同所で整理券を配布。
雨天時は翌日に延期。 とどろき
アリーナ☎798-5000、 798-5005。
  普通救命講習

　4月30日（木）13時半～16時半。中
原消防署講堂で。30人。 4
月15日から直接か電話で中原消
防署救急係☎411-0119、 411-
0238。［先着順］

市民プラザからのお知らせ市民プラザからのお知らせ
☎888-3131、 888-3138

〒213-0014高津区新作1-19-1

フリーマーケット出店者募集
　5月24日（日）10時～15時。市民
プラザ屋内広場で。50店（業者不
可）。出店料1,500円。高校生以下
保護者同伴。 4月25日（必着）ま
でに必要事項と参加人数、車の有
無（1台まで）、販売品目（食品不
可）を記入し往復ハガキで。［抽選］
 講座「はじめてのフラダンス教
室」

　5月13日～7月15日の水曜、15
時半～17時、全10回。市民プラザ
で。18歳以上の女性15人。10,800
円。 4月15日から受講料を添え
て直接（電話予約可）。［先着順］
講座「着物モダンリメイク」

　5月29日、6月5日、19日、26日
の金曜、13時半～15時半、全4回。

市民プラザで。18歳以上の15人。
6,200円。 4月15日から受講料を
添えて直接（電話予約可）。［先着順］

区役所地域保健福祉課区役所地域保健福祉課
からのお知らせからのお知らせ
☎744-3261、 744-3342

認知症高齢者を介護する家族の
　つどい
　認知症の人を介護している家族
が集まって、介護の情報交換をし
ます。4月28日、5月26日、6月
23日、7月28日、8月25日、9月
29日、11月24日、12月22日、28年
1月26日、2月23日、3月22日の
火曜、13時半～15時。区役所別館
で。事前予約制。 各回前日まで
に直接か電話で。
禁煙相談

　5月11日（月）10時45分～11時。区
役所別館で。20歳以上。事前予約
制。 5月8日までに直接か電話で。

　市の健康増進計画「かわさき健康づくり21第2期」に基づ
き、一緒に健康づくりに取り組みましょう。

とどろきアリーナ　第1期スポーツ教室のご案内

2015年度生涯学習プラザ春の☆キラリ文化教室

対象…15歳以上（中学生を除く）。 4月25日（必着）までに、往復ハガキに
必要事項と教室名を記入し〒211-0052中原区等々力1-3とどろきアリーナ☎798-
5000、 798-5005。［抽選］
【ワンコイン体験教室のご案内】上記の各教室の参加を検討している人は、
4/16、23、30、5/7の同時間に体験できます。1回500円。

　いずれも15歳以上（「ワインを気軽に楽しむ」は20歳以上）の20人。 4月
24日（必着）までに直接、ハガキ、電話、FAXで〒211-0064中原区今井南町514-1
生涯学習財団文化教室☎733-6626、 733-6697。［抽選］

●健康的な習慣を生活に取り入れましょう
　地域保健福祉課では、年間を通して月ごとにテーマを決め、
健康情報を市政だよりやチラシ、区ホームページなどで発信しています。
健康的な生活習慣づくりにお役立てください。
●定期的に「特定健康診査」「がん検診」を受けましょう
　生活習慣が関係する、糖尿病・循環器疾患・がんは、早期のうちは、自
覚症状がありません。定期的に受診すれば、早期のうちに病気の発見と
対応ができ、健康管理に役立てることができます。
●地域で行われる「講座」「活動」に参加しましょう
　身近な地域で行われている健康づくりに参加することは、生涯を通じ
て心身ともに健康な生活習慣を送るために、よい機会になります。

※ 詳細は問い合わせるか市ホームページのかわさき健康づく
り21第2期のページをご覧ください

　4月1日から中原区役所北側道
路が対面通行となります。
まちづくり局小杉駅周辺整備推

進担当☎200-2741、 200-3967

　昭和10年に丸子橋が完成する
まで、中原街道を通る人々にとっ
て「丸子の渡し」は川を渡る唯一の
交通機関でした。渡し船に実際に
乗船し、講義では渡しに関係する
まちの移り変わりを学びます。
日程　❶5月25日（月）13時～15時…

まち歩き（渡し船体験）。荒天中止
❷6月29日（月）13時半～15時半…
講義。全2回
集合場所  ❶新丸子駅❷中原区役所
定員　両日参加できる30人
参加費　300円
5月11日（必着）までに往復ハ

ガキ（1人1通）に住所、氏名、年
齢、電話番号を記入し〒211-8570中
原区役所地域振興課☎744-3324、
744-3346。［抽選］

　食事や運動などの健康づくりを
学習し、地域のボランティア活動
の楽しさや健康効果を体験します。
❶運動普及推進員養成教室
日時　5月15日、22日、6月5日、
19日の金曜、13時半～16時、全4回
対象　区内在住で69歳以下の全
日参加できる15人
❷食生活改善推進員養成教室
日時　5月15日、22日、29日、6月
12日の金曜、13時半～16時（5月29

中原区役所北側道路
対面通行に

教室名 日程 時間 定員 回数 受講料
1 モーニングヨガ 5月14日～

7月16日の木曜

9時半～10時半
30人 10 5,500円2 美姿勢エイジングケアメソッド

10時45分～
11時45分

講座・教室名 日程 時間 受講料
教材費

メディカル
ハーブ

6月16日～7月14日の火曜、
全5回 10時～12時

4,320円
3,500円

楽々歌の教室 5月12日、19日、6月9日、16
日、7月7日の火曜、全5回 13時半～15時

4,320円
実費

プランターで
楽しむ園芸

5月20日～7月15日の隔週水
曜、全5回 13時半～15時

4,320円
実費

ワインを
気軽に楽しむ

5月13日～7月8日の隔週水
曜、全5回 14時～15時半

4,320円
4,000円

風景写真教室 5月21日～6月18日の木曜、
全5回 14時～16時

4,320円
200円

フラワー
アレンジメント

5月15日～7月10日の隔週金
曜、全5回 10時～11時半

4,320円
2,900円/回

日は9時半～12時）、全4回。※2
日目まで❶と合同で開催します
対象　区内在住で全日参加できる
20人
　いずれも会場は区役所5階会議
室（❷の5月29日は中原市民館

で）。区外在住で参加を希望する
場合はお問い合わせください。

4月16日から電話かFAX（住
所、氏名、電話番号、教室名を記入）
で区役所地域保健福祉課☎744-
3261、 744-3342。［先着順］

なかはら魅力発信講座
「丸子の渡し」

健康づくりボランティア
養成教室

区役所

南武線至立川 至川崎

南武沿線道路

別
館

国
道
409
号　
府
中
街
道

中原区役所駐車場
（自走式立体駐車場）
※入出庫左折のみ


