01 な か は ら 区 版

中原区ホームページ http://www.city.kawasaki.jp/nakahara/ ［区版］は区の情報を中心に掲載しています。

水・緑・花・人 の 出 会 う ま ち
（平成 28年 12月 1日現在）

25万 1,500人

中原区シンボルマーク

12万 5,939世帯

なかはらエコ推進大使
ロジーちゃん

中原区の木モモ

2017（平成29）年

中原区版

中原区役所

中原区の花パンジー

1月1日

お間違えのないように

さあ！なかはらのまちを

こう

健康づくりのためのお散歩。 少しだけ足を延ばしていつもと違う景色を楽しみ

1

江川せせらぎと市民健康の森
散策コース
全長3.4km 時間43分

ませんか。 新しい発見があるかもしれません。
区役所地域振興課☎744-3324、

744-3346

スタート＆ゴール

江川せせらぎ
遊歩道

武蔵新城駅

井田山・
市民健康の森

湧水の小径から
矢上川までの道で
す。コイやフナが
泳ぎ、カルガモや
サギが訪れます。

湧水の小径

地下水・湧き水
を利用した２つの
池があり、小魚が
泳ぎ、トンボも姿
を見せます。

桜のプロム
ナード

江川
中原街道

散策の道

市民健康の森ではこんなイベントも行っています！
❶1月29日㈰竹林の手入れ❷2月4日㈯冬鳥観察会

河原の道

今回は
「歴史と緑の散策マップ」
に掲
載されているコースの一部を紹介しまし
た。マップでは
「歴史の道探訪 中原街
道コース」
など歴史や緑・花などを楽しむ
ことができる全6コースを紹介していま
す。マップは区ホームページか区役所
地域振興課で配布しています。他のコー
スも楽しんでみてください。

788-6579、
744-3346

パンジー農家へ寄り道

清流の道

軍手持参。雨天中止。
区役所地域振興課☎744-3324、

せせらぎの
広場

矢上川

いずれも9時に市民健康の森入り口広場集合。❶のみ
中原区市民健康の森を育てる会☎

ふれあいの
広場

あぜの道

スタート＆ゴール
井田山・市民健康の森

なかはら散策ガイドの会
なかはらの魅力を案内しています！
いにしえからの街道、
由緒ある社寺、多摩川
の流れ、高層マンショ
ン群の新しい街並みな
ど、この街には魅力が
いっぱいです。

こう会

遊歩道の途中、寄り道をす
るとパンジー農家が多く見ら
れる場所があります。11月～ 1
月には色とりどりのパンジー畑
が見られます。

仲間と一緒に
楽しく歩きたい

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

なかはら散策ガイドの会
芳賀誠さん

※雨天時は19日㈰
コース

中原区役所～等々力緑

地～武蔵中原駅
区 役 所 地 域 振 興 課 ☎744-

お越しください。

3323、 744-3346
（当日の問い

日時 2月12日㈰8時半～11時
（8

合わせは6時半から区役所守衛室

時に中原区役所正面玄関前集合）

☎744-3192）

Ｉ
ｎｎ
ｉ
ｔｙ 2017

なかはらミュージカル
「多摩川ＤＥＮ－水が結んだ絆－」

アマチュアミュージ
シャンやダンスチームが
出演。 出演者とボラン

区民による、区の歴史を描いたオ

ティアスタッフによる手

リジナルミュージカルを上演します。

作りの音楽祭です。 川

日時 3月11日㈯、12日㈰、各日13

崎出身のお笑いコンビ

時～15時、17時半～19時半の計4回

じょうじょうぐんだん

場所 中原市民館多目的ホール

「上々軍団」
が司会でイベントを盛り上げます。

定員 各回300人 観劇料 1,000円
（小学生以下は500円）

日時 1月29日㈰13時～19時
場所 総合福祉センター
（エポックなかはら）
区役所地域振興課☎744-3324、

1月29日9時半から中原市民館でチケットを販売。
［先着順］
。 開館
（8時半）
前に並

744-3346

ロゴマークが
新しくなりました。

司会の「上々軍団」

ばないでください。

地域メディアと連携して区内の
あらゆる情報を発信し、
地域交流の促進や中原区の
イメージアップを目指しています。

○情報コーナーをご活用ください！
市政だより、タウンニュース、ママとKids の街歩きなどを配布中
設置場所 NEW 区内JR各駅、東急線武蔵小杉駅、元住吉駅、区役所、
中原図書館、中原市民館 他

▲情報コーナー
（一例）

○区内のイベントなどをテレビやラジオで！
「なかはらスマイル」
イッツコムチャンネル
（地デジ11ch）
にて放送中
水曜21:30〜／土曜16:00〜／日曜10:30〜
区ホームページから過去の映像が見られます(YouTube)
「Enjoy☆なかはら」
かわさきFM
（79.1ＭＨz）
にて放送中 第1・3金曜11:15〜

区役所企画課☎ 744-3149、

744-3340

中原市民館☎433-7773、

430-0132

区民車座集会傍聴者募集
「多様な主体の協働・連携による環境
教育の取組」
をテーマに参加団体の皆さ
んから環境教育の取り組みなどの報告や
市長との意見交換を行います。
日時 2月1日㈬10時半～12時(開場10時)
場所 区役所5階会議室 傍聴 当日先着25人
※保育
（事前申込制。前日正午まで）
、手話通訳あり。詳細は問い合わせ
るか市ホームページをご覧ください。また、当日の様子はインターネットで
動画配信します。市ホームページ
「市長の部屋」
からアクセスしてください
サンキューコールかわさき☎200-3939、
課☎744-3149、

●編集：中原区役所企画課 ☎744-3149、

744-3340

744-3340

200-3900。区役所企画

ここからなかはら区版です

2017（平成29）年

保護者が就労や病気・冠婚葬祭などで、一時的に子どもを保育できない場合

思いやりやぬくもりのある
「ふれあい」
を大切にしています。

住み慣れた地域で、高齢者同士が元
気に自立した生活を営むための身近な
触れ合いの場を提供しています。年間
を通して、看護師による健康チェックや
毎回、利用者とほぼ
同数のボランティア
スタッフが参加します。

体操・レクリエーション・昼食会を行って
介護老人福祉施設すみよし
（木月祇園町
2-1）
で活動しています。見学希望の人は
すみよし地域包括支援センター
（☎4550980、 455-0883）
にご連絡ください。
区役所地域支援担当☎744-3268、

744-3196

3196。
［先着順］

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

家族教室
統合失調症の治療を受けている人
の家族向けの教室です。2月23日㈭
13時半～16時。区役所別館2階で。
10人。

商店街の人気店店主から学ぶ
❶バレンタイン・チョコレート教室 …
井田中ノ町商栄会の洋菓子店
「TＯＣ
ＣＯ」
店主からチョコレート作りやラッ

2月8日から直接か電話で

区役所高齢・障害課☎744-3381、

わだこ

自分だけの和凧を作り、多摩川の空
に揚げた後、温かい雑煮を食べます。

14人。 600円。❷シフォンケーキ教

1月15日㈰10時 〜13時。雨 天 中 止。

室…新城北口はってん会の喫茶店
「す

等々力緑地先多摩川河川敷で。
おわん、

などけい」
店主からシフォンケーキ作

箸、飲み物、敷物持参。保険料200

りを学びます。2月22日㈬14時～16

円。

時。すなどけい(上新城1-2-1)で。12

☎200-2268、 200-3979。

に往復ハガキ
（1枚につき1人）
で〒2118570中原区役所地域振興課☎7443161、 744-3346。
［抽選］
精神保健福祉講座
老年期うつ病をテーマにした講座で

2月18日㈯
13時半〜

長幼会
玉川保育園

❺ 多摩保育園
❻ すみれ保育園
❼ 木月保育園

☎411-1122
☎430-5544
☎433-1958

2月16日17時
2月16日17時
ー

2月18日㈯10時〜
2月18日㈯10時〜
3月4日㈯13時〜

※❶は7カ月以上❷は離乳食完了後❸❺❻は6カ月以上❹はおおむね1歳以上❼は
10カ月以上。いずれも週３回以内。
締め切り日までに各保育園へ電話で
（❼
は当日直接。12時45分から受け付け開始）
。 こども未来局保育課☎200-3406、
200-3933

区民会議を開催します
区民の代表が集まり
地域の課題について話
し合います。ぜひ傍聴

日時 1月26日㈭14時半～16時半(開場14時)
場所 区役所5階会議室
傍聴 当日先着10人

にお越しください。

区役所企画課☎744-3149、 744-3340

建設緑政局多摩川施策推進課

とどろきアリーナ祭り
中原名物模擬店出店募集

1月30日から直接

か電話で市消防防災指導公社☎3662475、 272-6699。
［先着順］
撤去自転車等の保管先と
引き取り時間を変更します
1月31日㈫から。引き取り時間は火

…元住吉駅・新丸子駅・武蔵小杉駅・向

［抽 選］
。❷
「地域の魅力を知ろう！」…

河原駅周辺の放置禁止区域内と中原

2月21日、28日の火曜、3月23日㈭と
他1回の全4回。中原市民館他で。50

戸第三京浜高架下自転車等保管所…

歳以上の20人。保険料100円。

20日㈷10時～15時。とどろきアリーナ

武蔵中原駅・武蔵新城駅・
ＪＲ武蔵溝ノ口

月13日
（消印有効）
までにハガキ、電話、

で。

駅・東急溝の口駅周辺の放置禁止区域

ＦＡＸ、直接、区ホームページで。
［抽選］

1月15日～2月10日
（必着）に

ナ☎798-5000、 798-5005。
［抽選］
プラザクラシックコンサート
2月23日㈭14時～15時半
（開場13
時半）
。市民プラザふるさと劇場で。
くらとう

り

おお

489人。2,000円。 出 演：倉 藤 理 大、
か電話で市民プラザ☎888-3131、

半。区役所5階会議室で。60人。

888-3138。
［先着順］

1月15日から直接

普通救命講習
2月12日㈰9時～12時。 中原消防

☎433-7773、 430-0132
〒211-0004新丸子東3-1100-12

第Ⅱ期男女平等推進学習
〜これからの武蔵小杉のまちの
未来図を描こう〜

❹ Saturdayダンス
親子フラ＆
❺
タヒチアン
❻ バドミントンtime

時間

場所

1月16日～
2月13日の月曜

15時半〜16時半

大戸小学校
校庭

16時〜17時
15時半〜16時半

1月14日、21日、
2月4日、18日の
土曜

10時〜10時50分

9時〜9時50分
10時40分〜11時40分

2

中原区文化講座
❶チョークアート体験入門…2月8日
㈬13時～15時半。1,500円。袋とエプ
ロン 持 参。❷テーブルで楽しむ茶道体
験…2月18日、25日の土曜、13時～15
時半。2,000円。筆記用具持参。❸ハ
ワイアンキルト制作入門…3月3日、17日
の金曜、10時～12時。ソーイングセット
と筆記用具持参。1,500円。いずれも中

2月16日、23日、3月2日、16日の

原市民館で。20人。 いずれも1月25

木曜、全4回。中原市民館で。25人。

日
（消印有効）
までに講座名も記入しハガ

2月7日
（消印有効）
までにハガキ、電

キ、
電話、
ＦＡＸ、
区ホームページで。
［抽選］

2017年 冬の☆キラリ文化教室

日程

1月18日～2月15日
の水曜

建設緑政局自転車対

*川崎授産学園

中原元気クラブ活動日程

❸ キッズラン

1月25日
（消印有効）
ま

区の放置禁止区域外での撤去。❷坂

ができます。2月3日㈮10時 ～11時

種目
OTOアート
❶
フットボール
❷ OTOサッカー

時、全4回。中原市民館で。50歳以

区内に店舗がある商店・企業が対象で

で生活をするための知識を学ぶこと

744-

23日、3月2日の木曜、13時半～16

す。詳細はお問い合わせください。3月

小林穂乃香。

地域支援担当☎744-3261、

も安全・地域も安全～」
…2月2日、9日、

でにハガキ、ＦＡＸ、区ホームページで。

策室☎200-2303、 200-3979。

1月16日から電話かＦＡＸで区役所

❶
「シニアが学ぶ身近な安全～自分

～17時。 ❶今井西町自転車等保管所

0052中原区等々力1-3とどろきアリー

難病や脳血管障害後の人が自宅

シニアの社会参加支援事業

上の25人。

所5階会議室で。15人。

講演会
「在宅医療を地域で支える仕組み」

話、ＦＡＸ、区ホームページで。
［抽選］

曜〜金曜11時〜19時、土・日曜11時

内での撤去。

☎744-3381、 744-3345。
［先着順］

2月10日17時
1月31日17時
☎555-1778 （緊急利用の場合は締
め切り後も応相談）
2月24日12時

販売商品も記入し往復ハガキで〒212-

から直接か電話で区役所高齢・障害課

2月14日12時

☎753-2980

す。2月9日㈭16時～17時15分。区役
1月25日

締め切り日

❹ ももの里保育園 2月25日㈯10時〜

署で。30人。

多摩川凧揚げと雑煮大会

15時～17時。国際交流センターで。

1月31日(必着)まで

場所
日時
申込先
2月15日㈬
☎755-1155
けいわ会
❶
上小田中保育園
9時45分〜
（一時保育室直通）
❷ 南平間保育園
2月18日㈯13時〜
☎511-0010

744-3345。
［先着順］

ピングの仕方を学びます。2月8日㈬

人。700円。

に、代わって保育する制度の説明会を行います。

❸

います。毎月第3火曜10時～13時半に

区 版 なかはら

No.1152

29年度一時保育説明会

地域
支援担当
地域の高齢者の介護予防・見守りを目的として
活動している
「ぬくもりサロン」
を紹介します。

1月1日号

下小田中小学校
校庭
大戸小学校
体育館

※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）
。詳細はクラブホームページをご覧いただくか、お
問い合わせください
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

講座・教室名

日程
時間
受講料/教材費
2月7日、14日、21日、3月7日、13時20分～
4,500円/
楽らく歌の教室
14日の火曜、全5回
14時50分
1,250円
2,700円/
メディカルハ一ブ& 2月14日、28日、3月7日の火曜、 10時～
アロマテラピー
全3回
11時半
2,400円
風景写真教室～入門 2月9日、16日、3月9日(実習
2,700円/
14時～16時
編～大倉山公園実習 予備日2月23日)の木曜、全3回
150円
2月20日、27日、3月6日の月曜、 14時～
色えんぴつ画入門
2,700円/なし
全3回
15時半
完璧を目指さない片
2月9日、23日の木曜、全2回 10時～12時 2,000円/なし
付け術
2,000円(保険
歴史散歩
9時半～
3月17日、24日の金曜、全2回
12時
（予定） 料込)/なし
～大森・馬込編～
生涯学習プラザ会議室他で。いずれも15歳以上の20人。
1月16日から直接か
［先着順］
電話で生涯学習プラザ☎733-6626、 733-6697。

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

