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地域で活躍する皆さんの活動を紹介します！

なかはらエコ推進大使
ロジーちゃん

中原区の木モモ

中原区の花パンジー

！
コンサートに行こう

そうだ
！

お間違えのないように

区役所地域ケア推進担当☎744-3239、

中原区役所コンサート

かわさきミュートン

ストレッチやリズム体
操をごうじ老人いこいの
家で行う
「ミドル会」
。
活動を続けて20年以上。
みんなで楽しく体を動か
すことが元気の源です。

６月３日㈯１４時～
（１３時半開場）
富士通川崎合唱団

区では、身近な場所で気軽に音楽を楽しんでもらえるよう、

創立70周年記念第10回演奏会

鑑賞無料のランチタイムコンサートを定期的に開催していま
す。皆さんも音楽に触れてみませんか。当日直接鑑賞でき

場所 エポックなかはら

ます。小さな子ども連れの人でも安心して音楽を楽しんでい

指揮 加藤雅子

ただくため、6カ月以上の子どもを対象に一時預かりを行っ

ピアノ 水戸見弥子

ています
（一時預かりは事前予約制：定員10組、5月はなし）
。

内容 ・Cantate Domino

区役所地域振興課☎744-3324、

744-3346

・混声合唱とピアノのための
「新しい歌」
（作曲：信長貴富）

過去のコンサートの様子

・アラカルトステージ “ 飛べ！明日へ”

２９年度のスケジュール

5月17日㈬ 12時10分～
（11時半開場）
場所 区役所５階
出演 川崎市消防音楽隊

日程

時間

場所

６月１７日㈯

11時30分～

平和館

（かわさきのねいろ、勇気１００％、見上げてごらん夜
の星を、７０周年記念委嘱作品の初演）
など

７月２８日㈮

区役所5階

９月１３日㈬

区役所5階

１１月６日㈪

定員 ９００人
（事前申込制）
※就学前の子どもは入場不可
５月２５日までに電話で富士通川崎合唱団
（担当：木

中原市民館

12時10分～

１２月２０日㈬

山）
☎080-4652-4061か入場券請求フォームhttp://

国際交流センター

３０年１月３１日㈬

区役所５階

３０年３月２０日㈫

区役所5階

fkchoir.org/10thConcert/Form.htmlで。
［先着順］
。
※当日は事前に郵送される入場券をお持ちください

内容は毎月の区版２面お知らせ掲示板などで紹介します。
曲目は、上を向いて歩こう、明日がある

市民文化局市民文化振興室
☎200-3725、

写真：
株式会社
フォトライフ

200-3248

他にも学校や団体が年間を通じてさまざまなコンサートを行っているよ！音楽ジャンルや会

さ、筒美京平ヒット曲メドレーなど。なか

場、託児施設の有無など、詳しくは
「音楽のまち・かわさき」
のホームページで検索してね♪

なか目にすることのない、消防音楽隊に

「音楽のまち・かわさき」
推進協議会☎544-9641、

よるコンサートを、ぜひお楽しみください！

544-9647

第６期区民会議中間報告
第６期の審議テーマ：
「災害に強い、
ユニバーサルなまちづくり」

新区長の向坂です
中原区は、武蔵小杉駅周辺を中心に都市機能
が集約され、発展が続く傍ら、等々力緑地、多

議。これまでの審議内容を取りまとめた中

摩川などの自然や、 等々力陸上競技場、 市民

間報告を行いました。

ミュージアムなどの施設を有し、多彩な魅力をも

中間報告書提出
テーマ選定、課題解決に向けた取り組み提案な
どを盛り込んだ中間報告書を作成し、委員長から
区長へ提出しました。報告書は区役所で配布する
ほか、区ホームページからご覧になれます。
・体験型防災訓練、避難所運営ゲーム
提案の などの実施推進
一例 ・街中案内、マップの充実による防災情
報の発信強化 など

さ ぎ さ か

このたび、
４月１日から中原区長に就任しました。

２８年７月からスタートした、第６期区民会

成田孝子委員長

現在、区の人口増加に伴い、区
民の多様化が進んでいます。多様な
区民が
「絆」
をつくり、誰もが住んで、
訪れて安全・安心を感じられるよう、
今後も、提案の実現に向けて区と連
携して取り組んでいきます。各団体
や区民の皆様にも、ご理解・ご協力を
いただけますようお願いいたします。

区役所企画課☎744-3149、

ＮＥＣレッドロケッツ
Ｖ・プレミアリーグ女子

744-3340

つまちです。
一方で、子育てや高齢者の見守り、地域で安
全に安心して暮らせる環境の整備など、様々な
課題もあります。
区民の皆さまとともに課題の解決に
取り組み、地域の魅力を向上し、
「住
み続けたいまち」
と感じてもらえる
まちづくりを進めてまいります。
ご協力をお願いいたします。

岩﨑紗也加キャプテンにインタビュー
Ｑ．Ｖ・プレミアリーグ女子での
優勝はいかがでしたか

優勝おめでとう！
！

仲間と共にチーム全員で辛い事、大変な事も乗
り越えてきたリーグ戦でしたので嬉しさも倍増
２０１６／１７シーズン

で２年ぶり６度目とな

（平成29年4月1日現在）

744-3196

皆様からの大きなご声
援が我々へ大きな力と
戦う勇気をくださいま
した。引き続き、温か
いご声援をよろしくお
願いいたします。

で優勝した瞬間うれしさで涙があふれ出てきま
した。達成感と感謝の気持ちでいっぱいです。

る優勝を果たしたＮＥＣ

Ｑ．区民の皆さんに一言

レッドロケッツ。監督、

多くの方々からの力強いご声援により優勝という最高の

選手らが優勝報告に

結果を出す事ができ感謝しております。今後も皆様に勇

区役所を訪れました。

気や感動を与えられるようなチームを目指して参ります。

25万2,233人

長
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担当

地域支援

中原区から幸区にかけて活動する
「ほほえみ会」

ぶ音のみの静寂なときを過ごし、精神統一がはか

もともとミニデイサービスだったこの会は、現在では形

られると会員の皆さん。集中して作品をつくり、時

を変えて
「ほほえみ会手芸部」
「
、ほほえみ会写経の会」
と

には展示会も開催しています。
デイサービスの仲間同士のつながりが、主体性をもっ

して活動しています。
手芸部では、頭を使い、細やかな手作業をおこなうこと
から老化の予防につながり、写経の会では、紙や筆を運

た活動に発展した
「ほほえみ会」
。皆さんの地域でもこう
したつながりを大切にしてみませんか。

区役所地域支援担当☎744-3261、
日、12月16日、30年1月27日、2月

区のお知らせ

24日、3月24日の土曜、13時～16時。

申し込み方法は市版5面参照

中原市民館で。各回30人。各回200
円。

中原市民館☎433-7773、

430-0132。
市民健康の森
❶5月21日㈰池の手入れ。❷28日

❶6月7日㈬13時半～16時半❷6月

㈰井田山クワガタの森の手入れ。❸

25日 ㈰9時 ～12時。中 原 消 防 署 講

6月8日㈭平台クリンディ。❹14日㈬

堂で。各日30人。教材費800円。
直接か電話で市消防防災指導公社☎

止。軍手持参。

中原区市民健康の

366-2475、 272-6699。
［先着順］

森を育てる会☎

788-6579。区役

高齢者・運動初心者向け
順
]
「ロコモ体操」参加者募集

744-

3346。

ためのトレーニングやストレッチ、リズ

区役所の花壇で花植え体験をしま

ム体 操など。5月19日～6月23日の

せんか。5月27日㈯10時～11時。4

金 曜、9時40分 ～10時40分、 全6

歳以上の子どもと保護者15組。汚れ

回。3,000円。

てもいい服装で。軍手持参。雨天中

接か電話でとどろきアリーナ☎798-

止。

5000、 798-5005。
［先着順］

5月15日から直接か電話で

5月12日から直

区役所地域振興課☎744-3324、
歩こう会

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

6月11日㈰8時に宿河原駅集合、8
時半出発、11時ごろ解散。宿河原

フリーマーケット開催のお知らせ

駅～東高根森林公園〜津田山駅。約

5月21日㈰10時～15時。市民プラ
ザ屋内広場で。

区役所地域振興課☎744-3323、

スタジオプログラムやアクアプログ

時半から区役所守衛室☎744-3192。

ラムを３カ月単位で行います。７月３
日～９月２９日。市民プラザ体育館他

さまざまな世代の人が自由に意見交

で。コース、受講料などの詳細はお

換を行う場です。誰でも参加できます。

問い合わせください。

5月27日、6月24日、7月22日、8月

から直接市民プラザ体育施設フロント。

26日、9月30日、10月21日、11月25

6月15日9時

［先着順］

30年3月10日㈯、11日㈰に開催する
「な
対象

区内在住、在勤、在学で小学1年

生以上の90人
※30,000円の参加費がかかります
（指導、道具、舞台、衣装料などを含む）
6月21日
（消印有効）
までに往復ハガキに性別、年齢
（学年も）
を記入し
〒211-0004中原区新丸子東3-1100-12中原区役所生涯学習支援課☎
433-7773、

430-0132。
［抽選］

ミュージカル体験ワークショップ

時間

場所

OTO
アートフットボール

5/15、29、6/5、
12、19、26、
7/3、10の月曜

15時半〜16時半

大戸小学校
校庭

5/17、24、31、
6/7、14、21、28、
7/5、12の水曜

16時～17時
15時半〜16時半

日時 6月18日㈰ 場所 中原市民館
定員 中学生以上、20人 参加費 100円
（保険料）
6月7日までに電話、区ホームページ、FAXで区役所生涯学習支援課☎
433-7773、 430-0132。
［抽選］

環境配慮への取り組みとして、ゴーヤーの種を配布します。
配布場所

※なくなり次第、配布終了
区役所企画課☎744-3163、 744-3340
㈰から
６月４日

中原休日急患診療所の場所が変わります

下小田中
小学校
校庭

待合や診療環境が改善されます。診療日や診療時
間などに変更はありません。移転後の診療所駐車
場は、同会館１階の駐車場をご利用ください。

5/27の土曜
大戸小学校
親子フラ＆タヒチアン ※6月、7月の日程は
10時〜10時50分
体育館
お問い合わせください
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）
、

南武線

武蔵小杉駅

中原区役所

川崎市医師会事務局☎222-2110
健康福祉局保健医療政策室☎200-2426、 200-3934

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。

9時～9時50分

http://nakahara-genki.jimdo.com/［先着順］

5月15日㈪から区役所１階総合案内所で

移転先

日程

Saturdayダンス

なかはらミュージカル出演者募集

7)内に移転します。施設の狭あいなどが解消し、

教室名

キッズラン

744-3324、 744-3346。
［先着順］

中原区役所敷地内から新医師会館(小杉町３-26-

中原元気クラブ活動日程

OTOサッカー

５月１５日から直接、電話、区ホームページ、FAXで区役所地域振興課☎

ゴーヤーを種から育ててみませんか

大人の３カ月教室

744-3346。当日の問い合わせは6
若者カフェ

日時 ５月２９日㈪１３時半～ 場所 区役所５階 定員 ５０人

歌って、踊って、演技してミュージカルの世界を体験してみませんか。

744-3346。
［先着順］

5km。当日直接。雨天時は18日㈰。

き、声を出すコツや実技体験を行います。また、地域みまもり支援センターに

かはらミュージカル」
の出演者を募集します。

筋肉や骨の運動器障害を予防する

親子花植え体験

市民活動団体
「混声合唱団とどろき」
「
、川崎吟友会 中原教場」
から講師を招

❶は5月24日から❷は6月9日から

民健康の森入り口広場集合。雨天中

所地域振興課☎744-3324、

まちづくりサロン～大きな声を出して健康になりませんか～
よる、口腔機能をアップする
「健口体操」
のミニ講座も行います。

普通救命講習Ⅰ

蝶の草原の草刈り。いずれも9時に市

744-3196

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：富士通川崎合唱団創立70周年記念第10

Enjoy★なかはら
かわさきFM
（79.1MHz）
第1・3金曜11:00〜11:30
ゲストを招き、区内の魅力
やイベントを紹介します

回演奏会、とどろき水辺の楽校開校式 他

区役所地域振興課☎744-3323、 744-3346
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

区役所企画課☎744-3149、 744-3340
武蔵小杉駅北口階段下 ☎722-8685

