
３月・４月・５月の区民課窓口の混雑状況は2面をご覧ください。
 

なかはらエコ推進大使
ロジーちゃん

中原区の花パンジー中原区の木モモ

中原区版 中原区役所

水・緑・花・人の出会うまち

中原区シンボルマーク

お間違えのないように

区 版な か は ら01 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。
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32017（平成29）年  3月1日
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25万 1,418人

12万 5,818世帯

	 	花クラブとは	
どのようなクラブ？
	 花クラブ実行委員会は、区民

により組織されたボランティア団体
です。ＪＲ武蔵小杉駅前、武蔵中原
駅前、区役所玄関脇花壇、区役所
前たるポット、南武線沿い三角公園
の5班に分かれ、週1回程度、花壇
の手入れなどを行っています。

	 花クラブの活動内容は？
	 花壇の手入れのほか、花植え

技術向上のための研修会や親子向
け花植え体験の実施など、世代を
超えた交流の場作りにも取り組んで
います。
　ほかにも、区役所の花壇のデザ
インを行っています。現在の花壇の
デザインは、｢オリンピック｣をテーマ
にした花壇となっています。過去に

は、デザインした花壇が「わがまち
花と緑のコンクール」の大賞を受賞し
たこともあります。
　現在、花クラブ実行委員会は来
年度に向けて、一緒に活動するボ
ランティアを募集していますので、
お気軽にお問い合わせください。

区役所地域振興課☎744-
3324、 744-3346

　音楽・民謡パレード、演芸など。雨天中止。
日時　4月1日㈯12時～16時
場所　中原平和公園
区役所地域振興課☎744-3161、 744-

3346

　新しく整備された等々力緑地正
面広場横に区の木「モモ」を植樹しま
す。皆さんも植樹に参加しませんか。
また、昨年二ケ領用水・中原桃の
会の主催で中神地公園で開催された
「二ケ領用水・中原桃まつり」もこと
しは等々力緑地正面広場で特別開
催します。日時　	3月26日㈰	

　❶9時半～10時	
　❷10時～12時

会場　等々力緑地正面広場
内容　	❶植樹式
	 	　区の木「モモ」の苗木と、彩り

を添えるレンギョウの苗木の植樹
体験ができます。9時15分受付
開始。当日先着150人。参加者
にパンジーの苗をプレゼント。

	 	❷二ケ領用水・中原桃まつり	
　祭り囃子演奏、桃の写真展、
チャリティーイベントなど

区役所企画課☎744-3152、 744-
3340	

花クラブ
実行委員会

区の木「モモ」の
植樹式＆二ケ領用水・

中原桃まつり

住吉
さくら祭

駅周辺や区役所などの花壇を手入れ

 春のかおりを探しに
   花咲き誇るまちに出掛けよう

等々力球場
工事中

府中街道

植樹
会場

会館
とどろき

さくら モモ

さくら モモ

中原区の
お花見
ポイント

花を育てるのが
お好きな方、一緒に
活動しませんか。

花クラブ実行委員会
委員長の高柴さん
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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

中原元気クラブ活動日程
教室名 日程 時間 場所

❶ OTOアートフットボール 4/10、17、
24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
日程は

お問い合わせ
ください

15時半〜16時半 下小田中小学校
校庭

❹ Saturdayダンス 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40分

※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）

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

㈪12時半〜15時半（開場12時）。教育
文化会館で。当日先着1,961人。
西中原中学校（栗原）☎777-2239、
799-3954。

☎888-3131、 888-3138
〒213-0014高津区新作1-19-1

短期講座「着物モダンリメイク」
　現代的でシャープなデザインを学び、
2作品を仕上げます。❶月曜日クラス
4月10日、24日、5月8日、22日❷金
曜日クラス4月14日、28日、5月12日、
26日。❶❷いずれも13時半〜15時半。
対象18歳以上。各回20人（最少開催
人数各回5人）。各回6,200円。 3月
15日から直接か電話で。［先着順］
短期講座

「はじめてのフラダンス教室」
　フラダンスの基礎となるステップや
ハンドモーションなどを基礎から学びま
す。4月10日〜6月26日の月曜（5月1
日、29日を除く）、16時〜17時15分。
18歳以上の女性15人（最少開催人数
5人）。10,800円（全10回分）。 3月
15日から直接か電話で。［先着順］
Ｉ・Ｂ・Ａ ＢＩＧ ＢＡＮＤ道場

　ＢＩＧ ＢＡＮＤを編成し、ステージを目
指します。5月10日、17日、6月7日、
21日、7月5日、19日、8月9日、30日、
9月6日、9日、19時〜21時。18歳以
上で対象楽器をお持ちの方。25,000円

（全10回分）。 3月15日から4月1日
までに電話で。［選考］
大人の３カ月教室

　スタジオプログラムやアクアプログ
ラムを３カ月単位で行うスクールレッス
ンです。 3月15日から直接。［先着順］

市民健康の森
　❶3月22㈬蝶の草原の手入れ。❷4
月6日㈭井田山クリンディ。❶❷ともに
9時に市民健康の森入口広場集合。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。
スペシャルスポーツデー

　朝から夜まで幅広い年齢の方にご
参加いただけるプログラムを用意し
ています。3月29日㈬9時15分〜21
時15分。 とどろきアリーナ☎798-
5000、 798-5005。
歩こう会

　4月9日㈰8時に川崎駅集合、8時半
出発。11時ごろ解散。川崎駅〜サン
ピアンかわさき〜大師公園。約5km。
当日直接。雨天延期（4月16日㈰）。
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。
孫育て講座

　孫育てに戸惑い悩んでいる祖父母
や地域の孫育てに関わりたいと思って
いる人に最新の孫育て情報などを提供
します。3月24日㈮10時〜11時45分。
区役所5階会議室で。区内在住、在
勤の60人。 電話かＦＡＸで区役所
地域支援担当☎744-3261、 744-
3196。［先着順］
西中原中学校吹奏楽部定期演奏会

　クラシックからポップスまで幅広い
ジャンルの曲を演奏します。3月27日

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

　子どもたちに、誘拐・連れ去りなどの対処法、交通安全のルールやマナー
の大切さなどを教えている小川さん。教室では４つの約束の頭文字「お・お・
だ・こ」を使い、また自身も「おおだこポリス」となり親しまれています。再開
発でまちの変化が激しい武蔵小杉駅周辺や道が細く自転車の通りが多い武
蔵新城駅周辺など、小川さんは毎日、
徒歩や自転車で犯罪が起きやすい場
所がないか、交通事故が起きそうな
危険箇所がないか、常に目を光らせ
子どもたちの安全を守っています。

地域ぐるみで子どもを守り育てよう～おおだこポリスのご紹介～

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）にて放送中
水曜21:30〜21:39／土曜16:00〜16:09／日曜10:30〜10:39
放送予定：丸子地区6町会合同防災訓練、外国人市民による日本語スピーチコンテスト、
　　　　 中原区役所・中丸子東町会合同防犯パトロール
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）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

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。

 

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。ぜひ傍聴にお越し
ください。
日時　3月23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

区役所企画課☎744-3149、 744-3340

危機管理
担当

■臨時窓口開設日のお知らせ
日時　4月1日㈯8時半〜12時半　★第2、4土曜も開庁（8時半〜12時半）
取扱業務　転入・転出の手続きなど（国民年金業務・後期高齢者医療保険、
介護保険資格は除く）主な取り扱いについては市版４面参照
窓口の混雑状況は「中原区なう！」 http://www.yobidashi.jp
/nakahara/pc/で確認できます。
■小杉行政サービスコーナーでも住民票、印鑑登録証明書を取得できます。
利用時間　 月曜〜金曜：7時半〜19時 

土曜・日曜：9時〜17時（祝日、年末年始は休み）
場所　ＪＲ南武線武蔵小杉駅北口階段下

区役所区民課☎744-3175、 744-3341
　区役所保険年金課☎744-3201、 744-3341

　３月、４月、５月は引越しの手続きなどにより区役所区民課窓口が大変混
雑します。

３月・４月・５月は区民課窓口が混雑します

窓口混雑予想カレンダー

3月 4月
日 月 火 水 木 金 土

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23/30 24 25 26 27 28 29

 大々混雑（目安で3時間待ち）
 大混雑（目安で２時間待ち）　
 混雑（目安で１時間待ち）
 比較的空いています
 閉庁日

　待ち時間を有効活用していただける
ように、順番が近づいたことをお知ら
せする「お呼び出しメール」サービスを開
始しました。詳細は区ホームページま
たは区民課にお問い合わせください。

おおだこポリスと4つのお約束！
お…�おうちのひとに�

いってきます！
お…�おともだちとあそぼうね！
だ…�だまされて�

ついていかない！
こ…�こわくなったら�

おおごえで！

区役所危機管理担当☎744-3141、 744-3346

5月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31


