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宮前区の未来のまちづくりを一緒に考えてみませんか

〜区役所・市民館・図書館などの移転可能性も含め、検討していきます〜

宮前区では、昭和４１年に田園都市線が溝の
口駅から長津田駅まで延びて沿線のまちづくり
が進みましたが、 約５０年がたった今、 鷺沼駅
前で民間による再開発が始まろうとしており、
駅周辺の交通アクセスの充実や区役所などの
移転を求める要望も寄せられています。
宮前区役所・市民館・図書館は区域の中心に
あり、 車では比較的行きやすい一方で、 徒歩
では最寄りの宮前平駅からの急坂がきつく、バ
スでも行きにくいといった声が以前から寄せら
れています。
そこで市では、予定されている鷺沼駅前の再
開発にどのような公共機能が望まれるかについ
て、 区役所・市民館・図書館などの機能を鷺沼
に移転する可能性を含め、区民の皆さんととも
に検討していきます。
宮前区役所企画課☎856-3170

フォーラム、意見交換会の
参加者を募集します！
■第1回フォーラム
今回の取り組みの概要や検討の進め方などの

宮前区全図
向丘出張所
宮前区役所
市民館・図書館

再開発事業施行
予定区域

鷺沼

説明、意見交換をします。会場へ直接。
日時

5月27日㈰、13時半から
（13時開場）

場所

JAセレサ川崎本店セレサホール飛翔

（宮崎2-13-38
定員

宮前平

梶が谷

宮崎台

たまプラーザ

再開発事業施行
予定区域

宮崎台駅徒歩6分）

200人程度
［先着順］

※第2回フォーラムを11月11日㈰に開 催 予

区役所などの移転は
もう決まっているの？

定。詳細は後日お知らせします
■意見交換会
（ワークショップ）

これから、移転の可能性も含め、多く

鷺沼駅前に望まれる公共機能について、参加

の人が利用する鷺沼駅前に望まれる公共

者で意見交換を行います。
日時

856-3119

機能について、検討していきます。

6月9日 ㈯、7月21日 ㈯、9月8日 ㈯、

10月27日㈯、13時半～16時半、全4回
場所

区役所4階会議室

対象/定員

原則として全回参加できる区民

50人程度
［抽選］
5月27日
（必着）
までに市HPから申し込む
か区役所などで配布する申込書を郵送、FAX
で〒210-0007川 崎 区 駅 前 本 町11-2川 崎フ
ロンティアビル7階市民文化局区政推進課☎
200-2309

200-3800。 ※宮前区役所企

画課窓口または第1回フォーラム会場へ直接
でも可。
※申し込み多数の場合は地域バランスなどを
考慮して抽選します。結果は郵送・FAX・メー
ルのいずれかで通知します
※意 見交換会参加希望者は、第1回フォーラ
ムにもご参加ください
詳細は

鷺沼 意見交換会

検索

※「みやまえガイドマップ」を基に作成

鷺沼駅周辺の航空写真

区民アンケートにご協力ください！
宮前区の今後のまちづくりや鷺沼駅前の再開発に望まれ
る公共機能の検討の参考とするため、 無作為抽出の区民
2,000人を対象としたアンケートを実施します。
調査票は5月末ごろに郵送しますので、ご協力をお願い

鷺沼駅前への
交通アクセスは改善されるの？
再開発により駅前のバスターミナルを拡
充し、 区内の交通アクセスの向上に向け
た検討を進めていきます。
どのように検討を進めるの？
公募市民などによる意見交換会やフォー
ラムの開催、
無作為抽出による区民アンケー

いたします。

ト、
利用団体などへの説明・ヒアリングなど、

問い合わせ先

▶フォーラム・意見交換会に関すること
市民文化局区政推進課
（☎200-2309 200-3800）
▶区民アンケートに関すること
宮前区役所企画課
（☎856-3170 856-3119）
▶再開発事業など、まちづくりに関すること
まちづくり局地域整備推進課
（☎200-2743 200-3967）
▶市民館・図書館に関すること
 育委員会事務局生涯学習推進課
教
（☎200-1981 200-3950）

「自転車も のれば車の なかまいり」5月は自転車マナーアップ強化月間です。

さまざまな方法・タイミングで区民の皆さん
のご意見を伺い、
検討を進めていきます。
検討結果はいつ分かるの？
区民の皆さんのご意見を踏まえ、３１年
２月に市としての方針案を示し、 パブリッ
クコメント手続きを経て、３月に決定する
予定です。

区役所危機管理担当
〔地域安全〕
☎856-3137

856-3280

ここからみやまえ区版です

2018（平成30）年

～注目の若手女性シンガーソングライターが

歴史ガイドまち歩き

心に響く歌をお届けします～

「宮前歴史ガイド」
を持って、歴史や文化

日時 ５月24日㈭12時５分～13時
場所 宮前区役所２階ロビー
くらさわ

出演 倉沢よしえ
演奏曲目 ファイト！ 他
区役所地域振興課
☎856-3134

区 版 みやまえ

No.1184

ウオーキングイベント

みやまえロビーコンサート

第293回

5月1日号

856-3280

区役所地域振興課☎856-3125

02

856-3280

農家巡りウオーキング

「農マップ」
を使用し、初山・平方面

を探りながら平周辺を歩きます。

を区まちづくり協議会が案内しま

日程 6月11日㈪９時半※雨天延期

す。

集合 平バス停集合。約３時間のコース

日程 6月25日㈪10時※荒天中止

持ち物 飲み物、雨具など

集合 JAセレサ川崎菅生支店

定員 25人

持ち物 昼食、飲み物、雨具など 定員 20人

5月21日から電話か直接。
［先着順］

5月15日から電話か直接。
［先着順］

子ども・子育てイベント
「夏休み子どもあそびランド2018」

「子どもはたくさんの手で育てよう２
～あなたの子育て観が変わる～」

シニアの社会参加支援事業
子どもの笑顔と地域をつなぐ２

あそびの達人・ホール出演者募集

「ボードゲームで遊ぼう！」

8月19日㈰に、市民館全館と市民広場で開催

子育ては親だけでするものだと思っていません

子どもも大人も楽しめるボードゲームをコ

する
「夏休み子どもあそびランド」
を盛り上げませ

ミュニケーションツールとして学びましょう。

んか。
あそびの達人…折り紙や簡単な手芸、珍しい遊
びなどを子どもに伝授してくれる特

く）
、7月18日㈬、14時～16時、全10回

技や技術を持つ人

※講座終了後、８月19日㈰に行われる
「夏休

全5回

宮前市民館

乳幼児〜小学生の子どもの保護者30人

どもが主体｣で区内を活動拠点とす

宮前市民館 他

※保育あり
（１歳～就学前）
。先着10人。要予約。

る団体

おおむね50歳以上の25人

保険料として900円が必要。

5月15日10時から直接、電話かHPで。
［先
着順］

用紙を直接。
［選考］

地域子育て支援センター土曜開所

5月26日㈯１０時～１５時半

パパと子どもと一緒に保育園で体を動かして遊びませんか？ もちろん
ママの参加も大歓迎です。近所のご家族との交流もできます。

就学前の子どもと保護者
（小学生不可） 会場へ直接。

教室・健診案内
日時
（受付時間）

プレママ
プレパパ
クッキング

6月7日㈭
9時45分～13時
（9時半～）

離乳食教室
＊❶❷は
同じ内容

❶6月12日㈫
❷6月18日㈪
10時～11時半
(9時半～ )

856-3237

区役所地域支援担当 856-3237
※電話予約は９時から受け付けます

対象

内容・費用他

妊娠20～
33週ごろの
妊婦とパー
トナー10人

6月12日㈫
１歳3カ月
（9時15分～9時半） 未満の
歯科健診・歯科相談
（10時～10時15分） 乳幼児30人

～12時

申し込み方法は市版5面参照

☎888-3911

男女平等推進学習企画委員募集
31年１月から開催する講座の企画
委員を募集。性別による差別のない
社会を築いていくために、思いを講
6月1日ま

でに直接か電話で。

区役所地域支援担当
☎856-3291

856-3237

食育の日キャンペーン
～「うちの味」、何％？～
食生活改善推進員がみそ汁の塩分
濃度を測ります。

6月19日㈫10時

5月15日10時から電話か直接。
［先着順］

保育連続講座
「なないろタイム」

栄養士・看護師・保育士から、育児に関するさまざまな情報が得られま
す。お母さん同士も交流でき、リフレッシュして楽しく過ごせます。
6月１９日、２６日、７月３日の火曜、13時半～14時半。全３回
菅生保育園
１回目受講時に６～１２カ月の第1子の子どもとその保護者７組
5月15日10時から電話か直接。
［先着順］

みそ汁

菅生保育園 ☎

ーイベントなど。
～14時

日の間、食育活動に関する展示も行

へ直接。雨天中止。

菅生分館
〒216-0015菅生5-4-11
☎977-4781 976-3450

宮前市民館前広場

会場

宮前スポーツセンター

の金曜、13時半～、全3回

5月

1,040円(教 材 費)

5

市民プラザ
〒213-0014高津区新作1-19-1
☎888-3131 888-3138

第2期スポーツ教室(7～9月)

催。 詳細はＨＰまたは電話で。

20人

同セン

月15日から直接。
［先着順］

〒216-0011宮前区犬蔵1-10-3
☎976-6350 976-6358

年代を対象とする30以上の教室を開

分館利用団体
（主催：利用者懇談会）

6月15日、7月20日、8月17日
ター

未就学児から高齢者までの幅広い

第1回菅生分館
グループ交流発表会

977-9320

6月3日㈰10時半

50ml を持参し直接。6月11日～20

856-1436

座で伝えてみませんか。

区役所2階ロビー

菅生保育園

0歳～就学前の子どもと保護者20組

5月17日
から電話で。
☎856-3264

います。

宮前市民館

6月9日㈯9時45分～11時

［先着順］

妊娠期の献立の調理
5月17日
実習。離乳食への応
から電話で。
用も。
☎856-3291
材料費500円程度

離乳食の始め方や進 ❶5月23日
4～5カ月児
め方について。母子 ❷5月29日
と保護者
健康手帳、筆記用具、 から電話で。
各回40組
抱っこひも持参
☎856-3291

区のお知らせ

856-1436

パパとワクワクわんぱくDAY

地域子育て支援センターさぎぬま

区役所保育所等・地域連携担当 ☎856-3290

5月15日10時から直接、 電話かHPで。
［先着
順］

宮前市民館☎888-3911

１歳児
歯科健診

門家や経験者の話から学びます。
６月12日～７月10日の 火 曜、10時 ～12時、

み子どもあそびランド」
にも参加予定です

6月15日までに市民館などで配布する申込

保健福祉
センター

ても、子どもにとっても良いことがあることを専

６月12日～８月14日の火曜
（7月17日を除

ホール出演者…ダンス・太鼓・バンド演奏など
「子

か。子育てに多くの人が関わることで、親にとっ

フラダンス教室
フラダンスの基本を学びます。3～
4分程度の曲の習得を目指します。

による活動発表会。

6月3日㈰10

31日
（必 着）までに必 要 事 項
（市 版5

❶7月2日～9月10日の月曜
（7月１６日

時～14時

会場へ直接。

面）
と教室名、年齢も記入し往復ハガ

を除く）
、16時～17時15分、 全10回

キで。
［抽選］

❷7月4日～9月26日の水曜
（8月15日

菅生分館

健康福祉局庶務課
☎200-2500

200-3925

第23回ふくしまつり
福祉クラブ生活協同組合による模
擬店や福祉活動の紹介、チャリティ

宮前老人福祉センター
（宮前いきいきセンター）

〒216-0033宮前区宮崎2-12-29
☎877-9030 877-9232

講座「日常で使うアロマ 1期」

を除く）
、15時半～16時45分、全12
回

市民プラザ練習室

円 ❷13,000円
各クラス15人

❶10,800

18歳 以 上 の 女 性、
5月25日から直接か

電話で。
［先着順］

区役所１階には
「記念撮影コーナー」
（区ＰＲキャラクター
「宮前兄妹」
のボード）
があります。転入・結婚・出生などの届出で来庁された記念に写真を残しておきませんか。

