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　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。
日時　９月17日㈯10時～11時半
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　参加費　１人１００円（保険料）

８月１２日（必着）までに往復ハガキか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☎739-8844、 739-
8848。区ホームページからも申し込めます。［抽選］。 区役所地域振興課☎744-
3323、 744-3346

　プロのコーチによるサッカー教室、
スタジアムツアー、保護者と一緒に
参加できるアトラクションなどでサッ
カーを楽しめます。川崎フロンター
レの選手との交流も。
日時　9月11日㈰11時～15時
場所　等々力陸上競技場
対象　区内在住・在学の小学生と保護者500組1,000人
参加費　1組100円（保険料）

７月14日～８月15日に直接、FAX、ホームページ（ http://bit.
ly/oyakosoccer16）で川崎フロンターレ後援会（中原区新丸子町745）
☎739-6070、  722-9432。[抽選]。 区役所地域振興課☎
744-3323、 744-3346

川崎フロンターレ親子サッカードリーム教室

花苗植え付け＆バザー

なかはらの魅力発信講座

なかはらっぱ祭り

親子で参加できる料理教室（要事前予約） ホールで行われるキッズダンス

景品がもらえるスタンプラリー

ハワイアンキルトの展示

10時～16時　場所：中原市民館

区内で開催されている魅力的な地域イベントを紹介します。

NECレッドロケッツバレーボールふれあい教室

©JVL承認NECW-2016-002 柳
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子どもも大人も
一緒に盛り上がります！

日
717

　区民交流センター「なかはらっぱ」に登録して
いる市民活動団体が、活動の成果を発表します。
　ことしで12回目の開催となった祭りのメイン
テーマは「育てよう心の花！咲かせよう笑顔の
花！」。大人も子どもも笑顔になれる楽しいイベ
ントが盛りだくさんです。

区役所地域振興課☎744-3324、 744-
3346

717日

829～月

夏休み区役所コンサート＆
おと絵がたり公演会・体験会 　中原区市民健康の森を育てる会の活動に参加してみませんか。

時間　❶９時～花苗植え付け❷10時～バザー（いずれも雨天中止）
場所　市民健康の森入り口広場集合

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

場所　区役所5階会議室　定員　いずれも当日先着300人
第１部：夏休み区役所コンサート
時間　12時10分～13時（開場：11時半）
出演　高

た か の

野成
しげゆき

之（フルート）他
※乳幼児の一時保育あり（要予約）

第2部：まちづくりサロン
「おと絵がたり」公演会・体験会
時間　14時～15時半（開場：13時45分）

※座って話が聞ける子ども以上が対象となります

729 金
　子ども向けの曲を中心としたコンサートや音・
絵・語りを織り交ぜた公演などを行います。

区役所地域振興課☎744-3324、 744-3346

　まち歩きと講座に参加して、地域の魅力を発信できる人を目指しませんか。
日時　❶8月29日㈪❷9月26日㈪❸10月11日㈫❹31日㈪❺11月21日㈪❻12月12日㈪
❼29年1月6日㈮❽2月13日㈪❾3月8日㈬❿23日㈭、❷❹❻❿10時～12時❶❸❺❾13
時半～15時半❼10時～15時❽13時～15時、全10回　場所　区役所他　定員　30人

７月31日（消印有効）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］

高野成之
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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

　今回は区内在住の工芸作家、ケン・木村さんを紹介します。ボトルシップや
ステンド・アートなど多くの工芸作品を作る木村さん。８年ほど前から年に数回、
西宮内保育園で園児向けに簡単な工作を教えています。

　区内の魅力的な人や知られざる場所などを紹介します。

区役所児童家庭課☎744-3263、 744-3343

※対象･･･15歳以上（中学生を除く）。受講料・・・300円、18歳未満は150円。事前
申し込み不要。1階券売機でスポーツデーチケットを購入の上、会場に持参

とどろきアリーナ☎798-5000、 798-5005、 http://www.konami 
sportsandlife.co.jp/trust/todoroki/
※10月以降の休みはお問い合わせください

とどろきアリーナ　スポーツデーレッスンのご案内
教室名 日程 時間 定員

❶ シェイプアップヨガ 7月4日、8月1日、22日、29日、
9月5日、12日の月曜 9時15分～10時半

各70人

❷ はじめてエアロビクス 毎週火曜（8月9日を除く）
❸ リフレッシュ体操 毎週水曜（8月10日を除く）

❹ 太極拳 毎週木曜（8月11日、9月22
日を除く） 13時～14時15分

❺ シェイプアップエアロ 毎週金曜（7月15日、8月12
日、9月2日、30日を除く） 9時15分～10時半

中原元気クラブ活動日程

※初回無料体験（1種目のみ）実施。会費は中学生以下3,000円／半年（4月～9月、10月～
3月、途中入会は月割り）。詳細は問い合わせるかクラブホームページをご覧ください

中原元気クラブ事務局☎ 090-9852-6905（受付：各教室実施時）、 http://
nakahara-genki.jimdo.com/ ［先着順］

区役所地域振興課☎744-3323、 744-3346

教室名 日程 時間 場所
❶ OTOアート

フットボール 8月29日、9月5
日、12日の月曜

15時半～16時半 大戸小学校
校庭❷ OTOサッカー 16時～17時

❸ キッズラン 8月31日、9月7
日、14日の水曜 15時半～16時半 下小田中小学校

校庭
❹ Saturdayダンス 8月6日、20日、

9月10日の土曜

9時～9時50分 大戸小学校
体育館❺ 親子フラ＆タヒチアン 10時～10時50分

❻ バドミントンtime 10時40分～11時半

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
放送予定：中原区子ども会連合会夏季ドッジボー
ル大会、中原地区少年消防クラブ発令式 他

ラジオ Enjoy★なかはら
かわさきFM（79.1MHz）
第1・3金曜　11:15~11:45
ゲストを招き、区内の魅力
やイベントを紹介します。

※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

なかはらメディアネットワーク 7月
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

第６期区民会議開始
　区民の代表が集まり地域の課題に
ついて話し合います。傍聴してみま
せんか。
日時　8月4日㈭14時～16時

場所　区役所5階会議室
定員　当日先着10人

区役所企画課☎744-3149、
744-3340

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

社会を明るくする運動
　犯罪や非行のない明るい社会を築
くことを目的に区内の中学生が作成
した標語の表彰などを行います。７月
15日㈮13時半～16時。中原市民館
ホールで。 区役所地域ケア推進担
当☎744-3252、 744-3196。
おやじdeミュージアム

　懐かしいおもちゃ作り、こまやけん
玉、ピンボールゲームなどの昔遊び体
験ができます。７月16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。
普通救命講習Ⅰ

　講習終了後に修了証を交付します。
８月12日㈮9時 ～12時。 中 原 消 防
署講堂で。30人。 ７月26日か
ら直接か電話で市消防防災指導公社 

（川崎区小田7-3-1）☎366-2475、  
272-6699。［先着順］
小杉地区子ども・子育て
支援推進事業

　小杉こども文化センターの休止に
伴い、区役所敷地内に子どもや子育
て中の親子の遊び場、居場所として
気軽に利用できる場所をオープンし
ました。月～土曜9時半～21時、日
曜・祝日9時半～18時。 詳細はお問

い合わせください。 小杉地区子ど
も・子育て支援推進担当☎711-6340。
こども未来局青少年支援室☎200-
3084、 200-3931。
市民プラザの短期講座

　着物モダンリメイク、はじめての
フラダンス教室、フラダンス教室（初
級）、I・B・A BIG BAND道場の４講座 
が始まります。市民プラザで。講座の 
詳細、申し込み方法などはお問い合
わせください。 市民プラザ☎888-
3131、 888-3138。

*川崎授産学園
☎433-7773、 430-0132

〒211-0004新丸子東3-1100-12

vなかはら発！地元再発見Ⅲ
　地元の企業施設を訪問して地域の
魅力を学ぶ講座。9月2日㈮、13日㈫、
10月12日㈬、26日㈬、11月9日㈬、
25日㈮、12月７日㈬、20日㈫、29
年1月18日㈬、27日㈮、2月18日㈯、
3月15日㈬、 全12回。50歳 以 上 の
30人。500円。 ７月25日（消印有効）
までにハガキで。［抽選］
シニアの力で高齢社会を幸

こうれい

齢社会へ
PART3

　地域で元気なシニアライフを送るた
めのヒントを学ぶ講座。８月25日、9
月1日、15日、29日、10月20日 の
木曜、14時～16時、全５回。 中原
市民館で。50歳以上の25人。 ８
月10日（消印有効）までにハガキ、ＦＡ

Ｘ、区ホームページで。［抽選］
シニアのための初めての朗読Ⅲ

　声を出すことにより、脳を活性化し
て健康な生活を保ちます。９月13日
～29年２月28日の第２・４火曜、13時
半～15時半、全12回。中原市民館
で。50歳以上の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］

　保護者同士が交流できる講座。９月
９日～12月９日の金曜（10月7日、21
日を除く）、10月6日㈭、10時～12時、
全13回。中原市民館で。２～３歳児
の保護者20人と関心がある人10人。
300円、保育あり700円（要予約）。
８月19日（消印有効）までに往復ハガ
キか区ホームページで。［抽選］

　自由な発想を大
切に、地域の子ど 
もたちに工作の楽
しさを教えている

「木村さん」。区役 
所児童家庭課のイ
チオシです。

木村さんの作品

子どもは常識にとら
われずに自分が好
きな色や形で作る
ので面白い。教え
るときは子どもたち
の個性を引き出せ
るように気を付けて
います。

児童家庭課

西宮内保育園の園児たちと木村さん。ステンド・アートと絵の
具のにじみを利用して作るプリント・アートに挑戦！

※対象・・・市内在住の60歳以上。期間・・・❶～❽10月～29年３月❾９月～12月10

11 10月～29年２月。講座の詳細、申し込み方法などはお問い合わせください 
中原老人福祉センター☎777-6000、 777-2833

教室名 日程 時間 回数
❶ フラワーアレンジメント 第1・3火曜 10時～12時

各10回

❷ ボクシングエアロ 第1・3水曜 14時～15時
❸ デジカメ入門 第1・3木曜 13時半～15時半
❹ ゆらゆら体操 第2・4木曜 13時半～15時半
❺ ペン習字 第1・3金曜 10時～11時半
❻ ズンバ 13時半～14時半
❼ 押し花 第1・3土曜 10時～12時
❽ らくらく健康体操 第1・3月曜 13時半～15時 各12回❾ いきいき元気体操 毎週火曜 10時～11時半
10 元気になる料理 第2木曜 10時～12時半 各5回
11 男性の料理 第3水曜

中原老人福祉センター後期受講者募集のお知らせ

みつけませんか？私なりの子育て
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