
歳時記みやまえは、みやまえぽーたろうでも見られます！

歳時記みやまえ
宮前区イベントカレンダー

2012年
7月号

区内・近隣地域のイベントをご紹介します。
ご家族やお友達と、知っているようで実は知らない身近なまちの魅力を実感してみませんか？

イベント情報は
携帯からも
見られるんだよ！
便利だね～

毎月皆さんにお届けしている『歳時記みやまえ』が、ＷＥＢサイト『みやまえぽーたろう』でも
ご覧いただけます。※ダウンロードしてプリントすることもできます。

www.miyamae-portal.net

今月の
おすすめ 地図 Ａ

省エネ・水、夏休み自由研究
7月25日(水）～31日（火）　8月22日（水）～26日（日）

川崎市地球温暖化防止活動推進センター（高津区溝口1-4-1　高津市民館内）

川崎市地球温暖化防止活動推進センター（CCかわさき

交流コーナー）では、7月25日～31日と8月22日～26日

の期間、夏休み自由研究週間として、エコ・環境・エ

ネルギーについての楽しい実験や工作などを行います。

今年の夏休みは、エコについて勉強してみませんか？

夏休み自由研究週間　講座一覧

7/25（水）14：00～　親子で生ごみリサイクルに挑戦（100円）
7/26（木）14：00～　ソーラークッカー「あさがお」を作ろう（550円）
7/27（金）14：00～　風力発電機を作ろう（600円）
7/28（土）14：00～　プラスチックの分別とリサイクル（100円）
7/29（日）14：00～　レモン電池でオルゴールをならそう（400円）
7/31（火）10：00～　楽しいエコショッピング・クッキング（400円）※2

川崎市地球温暖化防止活動推進センター
TEL.044-813-1313　FAX.044-813-1350
メール：office@kwccca.com
ホームページ　http://www.cckawasaki.jp/kwccca/

※1　講座対象：小学3年～6年生
※2　講座は通常約90分程度（7/31は180分、8/24は120分となります）
※3　申し込み：電話、ファックス、メールにてお申込みください。

8/22（水）14：00～　家庭用燃料電池のしくみ（400円）
8/23（木）14：00～　紫キャベツで水しらべ（150円）
8/24（金）10：00～　ソーラー温水器をつくろう（200円）※2
8/25（土）14：00～　紙すきでケナフからはがきをつくろう（300円）
8/26（日）14：00～　風力発電機をつくろう（600円）



とんもり谷戸  定例作業

場所／初山幼稚園車庫前⇒とんもり谷戸（初山1丁目）

問合せ／飛森谷戸の自然を守る会　担当：髙木　
TEL　044-977-6581　　http://tonmori.216.jp/

初山幼稚園車庫前に集合し、里山づくりとして
下草刈り、川掃除、ゴミ拾い等を行います。
飛森谷戸の自然をみんなで守りましょう！

（原則毎月第2日曜日に開催）

　マップの番号は
　カレンダーの番号と
　一緒だよ！　　

  探しやすくて
  便利だねー。

イベントカレンダーイベントカレンダー
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7月

宮前区および近郊で行われる
イベント情報をお届けします。

※2012年6月15日時点の情報です。内容が
変更になることもありますので、お出か
け前に主催者にお問い合わせください。

『みやまえぽーたろう』も合わせてご覧ください。

http://www.miyamae-portal.net

場所／日本民家園（多摩区枡形7-1-1）
料金／入園料のみ（一般500円）
問合せ／日本民家園　TEL.044-922-2181

国指定重要文化財・旧太田家住宅は、茨城県笠間
市方庭より移築されました。今回の展示では、この
名主の家に伝わった古文書や絵図、さまざまな生
活用具を紹介します。

※7月15日（日）、8月26日（日）
9月9日（日）、10月21日（日）
には、14：00より展示解説が
あります。

日本民家園企画展示
「常陸の民家　-旧太田家住宅-」

7/1（日）～11月4日（日）

場所／かながわ労働センター川崎支所
　　　（高津区溝口1-6-12）
予約／事前の予約が必要です。
保育／0歳～就学前までのお子様をカウンセリン
　　　グ中にお預かりします。
　　　（無料・１週間前までに電話で申込み）
問合せ／かながわ労働センター川崎支所
　　　　TEL.044-833-3141

仕事と子育ての両立や、働きながら出産を考えてい
る方へ、専門の女性カウンセラーが無料でカウンセ
リングを実施します。

ワーキングマザー
両立応援カウンセリング4

7/21（土）13：00～16：00

7/8（日）・8/12（日）10：00～12：00 宮前区

多摩区

高津区

施設内しょうぶ池付近でのアットホームなフリ
ーマーケット。どなたでも楽しめる緑地内での
フリーマーケットです。出店する方も募集して
いますのでお気軽にお問合せください。

生田緑地フリーマーケット

場所／生田緑地（多摩区枡形7-1）
問合せ／タイムマシーンカンパニー
TEL:042-337-0723　FAX:042-357-3166
http://www.tmc-dx.com/
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7/16（祝）・8/5(日）9：00～15：00 多摩区
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場所／ Gallery&Atelier　衣袷ーきぬあわせー
　　　（犬蔵3-15-35）
問合せ／衣袷（きぬあわせ）TEL.044-872-7255

仲間とご近所さんで開くささやかなチャリティー・イ
ベントです。売り上げの一部を東日本大震災義援金
に寄付しています。
※天候等の事情により、変更・中止になる場合もあ
　りますので、事前にお問合せください。
※参加者はお弁当と飲み物をご持参下さい。
　駐車場はありません。
※プロの出店者の参加はお断りします。

尾根てっぺんのガレージ・セール7

対象／区内在住の小学生
台紙配布／区役所・向丘出張所・鷺沼行政サービス
コーナーで配布。
※区ホームページからもダウンロードできます。
スタンプ設置場所／東高根森林公園、等覚院、アリーノ
電車とバスの博物館、フロンタウンさぎぬま
問合せ／区役所地域振興課　TEL.044-856-3132
http://www.city.kawasaki.jp/69/69miyamae/miyamae/

場所／川崎市青少年の家
　　　（宮崎105-1）
対象／高津区・宮前区の小学生
(1～3年生は保護者同伴)100組
料金／100円
（6日分の利用登録料・保険料）
申込み／7月2日～25日に、
青少年の家に直接お申込みください。
問合せ／TEL.044-888-3588
http://homepage3.nifty.com/seisyounen-ie/

区内の名所にスタンプを設
置し、集めたスタンプ数に
応じて区誕生30周年記念
キャラクター「宮前兄妹」の
グッズをプレゼントします。
夏休みの思い出に、ぜひご
参加ください。

みやまえスタンプラリー

7/28（土）10：00～15：00

7/21（土）～8/31（金）

場所／ 川崎市高津区諏訪・多摩川河川敷
（第三京浜道路・国道246号〈二子橋〉間の河川敷）
問合せ／川崎市経済労働局商業観光課
　　　　TEL.044-200-2329

テーマは「新たな旅立ち～希望・未来へ～」。
今年川崎市は、政令指定都市移行40年という節目
を迎えます。また、今年は東日本大震災後の「復旧」
から「復興」への本格的な転換年であると同時に、
震災の影響で昨年中断した世田谷区との同時開催
による夏の花火大会です。

第71回多摩川花火大会

8/18（土）19：00打ち上げ開始

東高根森林公園 自然観察会（雨天中止）6

7/21（土）10：00～12：00

多摩丘陵の自然を伝える東高根森林公園で毎月開

催の自然観察会。

テーマに沿ってガイドが案内します。

7月21日は「不思議な生物粘菌（変形菌）に会う」。

梅雨が終わり真夏を迎える谷戸の生態を観察してい

きます。

※日程や内容が変更になる場合がありますので、事

前に確認をお願いいたします。

場所／東高根森林公園パークセンター
（神木本町2-10-1）
TEL.044-865-0801
当日受付・無料

宮前区

宮前区

宮前区

一辺15ｍ、水深90～105cｍの児童用プールです。
本年は、8/7（火）～9（木）、21（火）～23（木）の
6日間開放します（いずれも13：15～15：00）。

川崎市青少年の家 プール開放

8/7・8・9・21・22・23 宮前区

高津区

場所／生田緑地（多摩区枡形7-1）
問合せ／日本民家園 TEL.044-922-2181
　　　　かわさき宙と緑の科学館 TEL.044-922-4731
　　　　岡本太郎美術館 TEL.044-900-9898
http://www.ikutaryokuti.jp/

夏の生田緑地を楽しむイベントが満載のサマー
ミュージアムが今年も開催！
・ヒーリングLIVEステージ
・納涼民家園
　※浴衣・甚平の方は入園無料！
・星空観察会
・ゴルフ場開放　など、
楽しい企画がいっぱいです。
大人も子どもも夏の一日を
たっぷり楽しみましょう！
詳しくはHPをごらんください。

生田緑地サマーミュージアム

8/5（日）9：30～19：00（予定） 多摩区
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http://www.kanagawaparks.com/
higasitakane/



情報をお寄せください！

■ホームページからお気軽に！「みやまえぽーたろうイベント情報」への掲載はこちら
　からできます。⇒　　http://www.miyamae-portal.net/inquiry/event_entry
■宮前区役所企画課　TEL 044-856-3133　FAX 044-856-3119　
　　　　　　　　　　メール 69kikaku@city.kawasaki.jp
発行：宮前区役所企画課
編集：株式会社フューチャーリンクネットワーク　発行日：2012年6月30日

行事やイベントの情報を募集しています。
「こんな行事があるよ」「今度こういうイベントを開催するよ」など、情報をお寄せください。
『みやまえぽーたろう』から、簡単に情報が投稿できます。

宮前区の盆踊り予定表
7/14（土）

鷲ヶ峰子どもの里公園（菅生ヶ丘 19-1） 鷲ヶ峰子どもの里公園（菅生ヶ丘 19-1)

稗原小学校校庭（水沢 3-7-1）
東名犬蔵公園 (犬蔵 2-16) 東名犬蔵公園 (犬蔵 2-16)

稗原小学校校庭（水沢 3-7-1）

菅生第４公園（菅生 3-33-9）
宮前平小学校（宮前平 3-14-1）
向ヶ丘公園（けやき平 1-41-1）

宮前平小学校（宮前平 3-14-1）

向ヶ丘遊園センチュリータウン
　　　　　　12・13 号棟北側（平 2-12）

聖マリアンナ病院職員駐車場（菅生 2-16-1） 聖マリアンナ病院職員駐車場（菅生 2-16-1）
蔵敷第３公園（菅生 5-22-1） 蔵敷第３公園（菅生 5-22-1）

鷲ヶ峰西住宅集会場 (菅生ケ丘 32)

みなみだいら公園（南平台 5-7） みなみだいら公園（南平台 5-7）

7/15（日）

7/20（金） 7/21（土） 7/22（日）

7/27（金） 7/28（土） 7/29（日）

8/3（金） 8/4（土）

今年も
おどり
まくるぞ～

白幡台第一公園（南平台 13-7）
高山団地内集会場前広場 (平 2-23)

宮崎小学校（馬絹 1795）⇒
有馬中央公園（有馬 4-15-1）
有馬第 2団地内イベント広場 (東有馬 4-22)

土橋 2丁目公園（土橋 2-13-1）
宮崎第 2公園（宮崎 2-5）
野川南台中央公園（野川 2238-9）

宮崎こうしん坂公園（宮崎 172-6） 宮崎こうしん坂公園（宮崎 172-6）
野川南台中央公園（野川 2238-9）
宮崎第 2公園（宮崎 2-5）
土橋 2丁目公園（土橋 2-13-1）
有馬第 2団地内イベント広場 (東有馬 4-22)

有馬中央公園（有馬 4-15-1）
宮崎小学校（馬絹 1795）

8/2 より⇒東高根森林公園駐車場
　　　　　　　　　　　（神木本町２丁目）
子育て支援センターすがお（菅生 5-4-10） 子育て支援センターすがお（菅生 5-4-10）

初山バス停横 (初山 1-20)

平４丁目公園（平 4-17）

有馬小学校（東有馬 5-12-1） 有馬小学校（東有馬 5-12-1）

平４丁目公園（平 4-17）

潮見台みどり幼稚園（潮見台 6-1）

初山バス停横 (初山 1-20)

高山団地内集会場前広場 (平 2-23)
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