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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　武蔵小杉駅北口階段下 ☎722-8685

ホームタウンスポーツを
もっと知って、楽しもう!
ホームタウンスポーツを
もっと知って、楽しもう!

　区をホームタウンとするスポーツチームと連携
し、区のイメージアップやスポーツ
の推進に取り組んでいます。
区役所地域振興課

☎744-3323、 744-3346

なかはらメディアネットワーク 7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）
水曜 21：30～21：39／土曜 16：00～16：09／日曜 10：30～10：39

中原区子ども会連合会夏季ドッジ
ボール大会 他

放送内容

ラジオ Enjoy★なかはら
かわさきFM（79.1MHz）
第1・3金曜 11：00～11：30
毎回ゲストを招いてお届け
します

※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

ようこそ建築の世界へ
～中高生のための建築講座～ PARTⅡ　「もっともっと知りたいなかはら! !」をテー

マに区の魅力が伝わる写真を募集します。後
日、審査をし、優秀賞・入選作品を決定します。

9月30日（必着）までに区役所地域振興
課☎744-3324、 744-3346。※詳細は
区役所や市民館などで配布中のチラシ、区
ホームページをご覧ください。

　建築士などの専門家から建築の仕事について学べます。
日時　❶8月1日㈯9時～17時…空間制作ワークショップ
❷8月6日㈭13時～17時…建物の裏側見学の全2回
場所　中原市民館（❷は東急武蔵小杉駅周辺も）
定員・対象　❶30人❷40人、❶❷ともに市内在住、在学
の中学生・高校生　費用　❶500円❷100円

7月20日（消印有効）までに、電話か、住所、氏名、
電話番号、学年、参加希望回を記入し、ハガキ、FAX、

　10月18日㈰等々力緑地で区民祭
を開催します。区では祭りの出店者
を募集します。
対象　原則として、区内の公益団体

※前回から金額が変更となります。電
　気設備負担金は電気利用団体のみ

かわさきスポーツパートナーとの取り組み

NECレッドロケッツ
バレーボールふれあい教室

NECレッドロケッツ
Ｖ・プレミアリーグ女子優勝

なかはらフォトコンテスト作品募集

　NECレッドロケッツの協力
により、バレーボール教室を開
催します。選手にバレーボール
の楽しさを教えてもらいません
か。親子でも参加できます。
場所　とどろきアリーナサブ
アリーナ
対象　市内在住・在学の小学生
50人、中学生以上の女性50人
保険料　1人100円（実費）

8月7日（必着）までに往復ハ

　2014/15シーズ
ンで優勝したNEC
レッドロケッツの山
田監督、秋山選手、
近江選手が優勝報
告に区役所を訪れ
ました。

Ｑ 念願のV・プレミアリーグ女子で
の優勝はいかがでしたか？
Ａ 試合直後は、実感がわかなかっ
たのですが、周りの方々にお祝いの
言葉を掛けていただき、優勝が実感
できて、うれしく思いました。
Ｑ ふれあい教室への意気込みを聞
かせて下さい。
Ａ 川崎の小・中学生は、バレーボー
ルが上手なので、教えがいがあり、
毎年とても楽しみにしています。 
今回、レッドロケッツが優勝したこ
とでバレーボールをやってみたいと
思う子どもたちが増えてくれるとう
れしいです。

ガキかFAXに❶氏名・ふりがな（小学生は保護者の氏名・続柄も）❷年齢
（小学生は性別・学校名・学年も）❸住所❹電話番号❺メールアドレスか
FAX番号❻親子・兄弟姉妹での申し込みの有無❼バレーボール経験の
有無を記入し〒211-0051中原区宮内4-1-2川崎市スポーツ協会「NEC
レッドロケッツふれあい教室」係☎739-8844、 739-8848。区ホー
ムページからも申し込めます。［抽選］

近江あかり選手に聞いてみました

Ｑ 最後に区民の皆さんに一言お願
いします。
Ａ いつも応援ありがとうございま
す。とどろきアリーナのホームゲー
ムは他の試合よりも温かい雰囲気を
感じます。私たちもスポーツを通じ
て地域に貢献し、一緒に中原区を盛
り上げていきたいと思っています。

©2006 SUSUMU MATSUSHITA ENTERPRISE

　市内を活動拠点とするスポーツチームや
実業団をかわさきスポーツパートナーとし
て認定しています。区ではスポーツパート
ナーと連携し、「川崎フロンターレ親子サッ
カー教室」や「富士通レッドウェーブバス
ケットボール教室」などを実施しています。

か区民祭実行委員会が認めた団体
7月24日（消印有効）までに区役所で配布中の申込書を

直接か郵送で〒211-8570中原区役所区民祭実行委員会出
店展示部会（区民課）☎744-3170、 744-3340。［選考］

出店の参加料 電気設備負担金

飲食 10,000円

5,000円物販 7,000円

展示 5,000円

区民祭
出店者募集

前回の優秀賞作品

近江あかり選手

区ホームページで〒211-0004中原区新丸子東3-1100-12中原市民館☎
433-7773、 430-0132。［抽選］

10時～11時半9 12 土
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　区民交流センター「なかはらっぱ」に
登録している市民活動団体の発表と交
流の場です。区ではさまざまな団体が
活動しています。この機会に参加した
い活動団体を探してみませんか。
場所　中原市民館
内容　活動パネル展示、フォトコンテス
ト作品展、フラワーアレンジメント教室、
日本舞踊、音楽ライブなど ホールでのキッズダンス

チャレンジ昔遊び

ハワイアンキルトの展示

会場でのパネル
展示

募集・案内
伝統人形芝居「乙女文楽」
親子体験交流ワークショップ
　乙女文楽のミニ上演・体験。7月22
日㈬9時半～11時半。区役所5階会
議室で。小学校高学年以上と保護者、
10組20人。 7月15日から電話
かFAXで現代人形劇センター☎777-
2228、 777-3570 区役所地域
振興課☎744-3324、 744-3346。
［先着順］
市民健康の森
　7月26日㈰9時に市民健康の森入り
口広場に集合。池・小川の手入れ。長
靴、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。
もっと知りたいなかはらの自然
～ネイチャー工作教室～
　区内の自然にあるものを使った工
作教室を通じて「なかはら」の自然につ
いて学びます。8月7日㈮13時半～
15時半（開場13時15分）。区役所会
議室で。当日先着60人。 区役所
地域振興課☎744-3324、 744-
3346。
なかはらの魅力発信講座
　区の歴史を学び、中原街道などを
歩きます。❶8月31日㈪❷9月28日㈪
❸10月26日㈪❹11月11日㈬❺12月

ワンポイント康健
第16回

　がんは生活習慣や生活環境の見直しにより、予防できる病気といわれ
ています。また症状がない早期の時点で発見できれば、治療し治癒でき
る可能性もあります。市では受診の機会のない人を対象に各種がん検診
を行っています。詳しくはがん検診・特定健診等コールセンター、区ホー
ムページでご確認ください。
★がん検診・特定健診等コールセンター
　☎982-0491（平日8時半～17時15分、第２・４土曜8時半～12時半）

あなたは受けましたか？
定期的ながん検診

総合型地域スポーツクラブ　中原元気クラブ活動日程 とどろきアリーナ　第2期スポーツ教室のご案内

※初回無料体験（1種目のみ）実施。会員は中学生以下600円／月。詳細はお問合せ
ください。

中原元気クラブ事務局☎299-6466。受付：水・金…10時～13時、その他教室
実施時（祝日、年末年始を除く）。 http://nakahara-genki.jimdo.com/。
区役所地域振興課☎744-3323、 744-3346。［先着順］

対象…15歳以上（中学生を除く）。 ❶❸❹8月13日❷❺8月17日（いずれも必着）
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］

教室名 日程 時間 場所

1 OTOアートフットボール 8月24日～
9月14日の月曜

15時半～16時半 大戸小学校
校庭

2 OTOサッカー 16時～17時

3 キッズラン 7月15日、8月26日
～9月9日の水曜 15時半～16時半 下小田中小学校校庭

4 Saturdayダンス 7月18日、
8月22日、29日、
9月12日の土曜

9時～10時 大戸小学校
体育館

5 親子フラ＆タヒチアン 10時～11時

教室名 日程 時間 定員 回数 受講料

1 ストレッチ体操
9月2日～12月16日の
水曜、9月23日を除く 10時45分～

11時45分
40人

15回
9,200円

2 ラテンエアロ
9月4日～12月11日の
金曜 8,200円

3 太極拳入門 9月3日～12月17日の
木曜

14時30分～
15時45分 16回 8,700円

4 アロマ・ヨガ 9月2日～11月25日の
水曜、9月23日を除く

19時45分～
21時

30人
12回 9,600円

5 らく楽ジョギング（通年）
9月6日～11月8日の
日曜 10時～11時半 10回 6,100円

区役所地域保健福祉課☎744-3261、 744-3342

14日㈪❻28年1月7日㈭❼2月16日
㈫❽3月28日㈪の全8回。❶❹❼講
座…13時半～15時半、❷❸❺❻❽
まち歩き…10時～12時（❻のみ9時～
15時）、荒天中止。区役所他で。30人。

7月31日（必着）までに往復ハガキ
で〒211-8570中原区役所地域振興課
☎744-3324、 744-3346。［抽選］
社会を明るくする運動中原区大会
　犯罪や非行のない明るい社会を築
くことを目的に中学生が作成した標語
の表彰などを行います。7月17日㈮
13時半～16時。中原市民館ホール
で。 区役所地域保健福祉課☎744-
3252、 744-3342。
おやじdeミュージアム
　懐かしいおもちゃ作り、けん玉やこ
まなどの昔遊び体験ができます。7月
18日㈯13時～16時、市民ミュージ
アムで。 市民ミュージアム☎754-
4500、 754-4533。
中原老人福祉センター後期教室
　フラワーアレンジメント、デジカメ
入門、ペン習字などの講座。市内在
住の60歳以上。日程・時間・内容など
詳細はお問い合わせください。 8
月3日～21日までに52円ハガキを持
参し直接、中原老人福祉センター☎
777-6000、 777-2833。［抽選］

＊川崎授産学園
☎433-7773、 430-0132

〒211-0004新丸子東3-1100-12

中原市民館

なかはら発！地元再発見Ⅱ
　地元企業の訪問や、地域の歴史を

学ぶ講座です。9月2日㈬、9日㈬、
10月7日㈬、20日㈫、11月4日㈬、
21日 ㈯、12月15日 ㈫、18日 ㈮、
28年1月20日 ㈬、23日 ㈯、2月10
日㈬、3月9日㈬の全12回。50歳以
上の30人。 資料代500円。 7月
25日（消印有効）までに往復ハガキで。
［抽選］
なかはらアクトストリート2016
出演者・スタッフ募集
　音楽、ダンス、朗読の発表や手作
りアートの展示ができます。28年2月
20日㈯10時～17時。中原市民館で。
7月25日までに中原市民館などで

配布中の申込用紙を直接、FAX、区
ホームページで。［抽選］
シニアのための初めての朗読Ⅱ
　声を出すことにより、脳を活性化し
健康な生活を保ちます。９月８日～28
年２月２３日の第２・４火曜（９月のみ第２・
５火曜）１３時半～１５時半、全１２回。
中原市民館で。２０人。１００円。
８月２０日（消印有効）までにハガキ、Ｆ

ＡＸ、区ホームページで。［抽選］

☎744-3261、 744-3342

区役所地域保健福祉課

講座「もの忘れと認知症～認知
症の人をみんなで支えよう～」
　認知症の人の理解、医者へのかか
り方、上手な対応の仕方などが学
べます。7月23日㈭10時～11時半。
80人。区役所5階会議室で。 7月
16日から直接か電話で。［先着順］
39歳までの健診・保健指導

　いずれも受け付け9時～9時15分。
区役所別館で。区内在住で健診機会
のない18～39歳の各日20人。（28年
3月末までに40歳になる人、妊娠中
や出産後1年以内の人、通院加療中
の人を除く）。1,650円。 7月16日
から直接か電話で。［先着順］

子どもから大人まで気軽に楽しめる展示や企画が盛りだくさん。会場に直接お越しください。

7
10時～16時
19 日

子ど子どもかもかから大ら大ら大大人まままま 気気気軽軽軽軽軽 楽しめ 展示展示ややや企や企画がが盛り盛りりりだくくさんん 会会会会場場 直直接直 お越越しくしくくださささ

なかはらっぱ祭り
区役所地域振興課☎744-3324、 744-3346

ホールホールホールホールルルでののののキのキのでの ッズズズズダズダズッズズ ンスンス

チャャ ンジ昔昔遊び遊びびび 会会
展展

744 3346

アンキアンキン ルトのルトの展示展示展示展

検査日 結果説明

1 8月4日㈫ 8月18日㈫

2 9月1日㈫ 9月15日㈫

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照


