
歳時記みやまえは、みやまえぽーたろうでも見られます！

今回の
おすすめ

2016年
2月号

市民講座やフェスタ、さくら祭りなど2月中旬から4月に行われる地域のイベントをご紹介します。

www.miyamae-portal.net

講座・講習会 に行こう！

『歳時記みやまえ』は、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。

ぽーたろう 検索

10：30～12：00（受付10：00～）

能ってなぁに？2/11
木・祝

宮前平こども文化センター 集会室
（宮崎6-2）MAP
宮崎台駅より徒歩約15分
なし　　参加無料 
855-1884
不要　　定員／100名

能楽師 藤田安彦氏を講師にお迎えして、能の手
ほどきをします。みて・ふれて・まって・ちょこっと体
験！親子で能楽を楽しみませんか？

AAB

AＣ15：00～17：00

2/20
土

　 宮前市民館 菅生分館（菅生5-4-11）MAP
　 宮前平駅、溝の口駅などよりバス「蔵敷」下車
　 出来るだけ公共交通機関をご利用ください
　 無料 ※お茶代は実費
　 977-4781
　 不要。当日直接お越しください

「これからの地域コミュニティのあり方」をテー
マに、吉原 直樹氏（大妻女子大学教授）をお迎
えしてお話しをうかがいます。

1A

すがお/男の昼パブ
【公開講座】

AED講習会
～あなたも市民救命士～

3/5
土

初期の救急処置やＡＥＤの適正な使用方法を実習します。
受講者には「市民救命士」修了証を発行します。
宮前スポーツセンター 小体育室（犬蔵1-10-3）MAP
宮前平駅、武蔵溝ノ口駅、溝の口駅よりバス「犬蔵」下車
あり（有料）
無料 
976-6350
2/20までに電話にて
定員／40名　対象／15歳以上
※室内履き・筆記用具を持参。動きやすい服装でご参加
ください
http://miyamae-sc.jp/

9：00～12：00

専門家による一般市民向けの講
座が身近な場所で、開催されて
います。
気になるテーマを見つけて、
ぜひ足を運んでください。

※中面でも
　ほかの講座をご紹介！



場所　　アクセス　　駐車場　　料金　　　 問い合わせ先（市外局番のない電話番号は全て044です）　　予約　　その他

宮前区で行われるイベント情報をお届けします。

※2016年1月13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』もあわせてご覧ください。

http://www.miyamae-portal.net

2月～4月
宮前区で行われるイベント情報をお

016年1月13日時点の情報です。
容が変更になることもありますので、
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』もあわせてご覧ください。

ttp://www miyamae-portal net

東京交響楽団による弦楽五重奏、マリンバ独奏、横
浜都筑太鼓による演奏をお楽しみください。
　 宮前市民館 大ホール（宮前平2-20-4）
　 宮前平駅より徒歩約10分
　 出来るだけ公共交通機関をご利用ください
　 2,000円(全席自由)　　定員／900名
　 888-3911（宮前区文化協会実行委員会）
　 市民館にてチケット発売中（当日券あり）

第13回　文化講演会
春の音楽祭　～響～

13：00～16：00

MAP 4

3/12
土

草木や樹木、虫などの観察を楽しみながら、保全活
動をします。長袖・長ズボンでご参加ください。
　 南野川ふれあいの森（野川2815）
　 鷺沼駅よりバス「稲荷坂」下車徒歩約5分、梶が谷
駅または鷺沼駅よりバス「野川台」下車徒歩約15分
　 なし　　無料
　 856-5201（野川はあも）　 不要
　 持ち物／タオル、軍手、飲み物、お弁当、帽子　　
http://haamo.216.jp/

野川はあも定例活動

10：00～15：00

MAP 3

雨天延期

※雨天時は
次週に延期

3/6
日

4/3
日

屋内開催

11A

AB

AＣ

雑木林の手入れをしながら、自然との共生を考えま
す。3/13の午後は活動報告会です。
　 初山幼稚園車庫前集合（初山1-2-1）
　 溝の口駅、登戸駅よりバス「初山」下車徒歩約10分
　 なし　　無料
　 977-6581（飛森谷戸の自然を守る会）
　 不要　　持ち物／タオル、手袋など
http://tonmori.216.jp/

9：00～11：45

MAP 1

雨天中止
2/14
日

3/13
日

初山とんもり谷戸
里山ボランティア定例作業

マップの番号・記号は
カレンダーと一緒だよ！

「管制センターを見てみよう」「パペットショーを見
よう」「グラスデコを作ろう」など。
　 ＮＥＸＣＯ中日本コミュニケーション・プラザ川崎
（南平台1-1）　宮前平駅よりバス「東名向丘入口」
下車、溝の口駅よりバス「白幡八幡前」下車
　 無料　　無料
　 866-8730（9：00～17：00）　 不要　　定員なし
http://www.c-nexco.co.jp/corporate/prkan/kawasaki.html

あそびにおいでよ！

10：00～16：00
（入退場自由）

MAP 2

2/20
土 雨天決行



楽しい歌と音楽、そして、軽快なトークも魅力のパネ
ルシアターです。
　 川崎市青少年の家（宮崎105-1）
　 宮崎台駅より徒歩約12分
　 公共交通機関をご利用ください
　 無料　　888-3588　　 3/3～電話で先着順
　 定員／150名、対象／幼稚園・保育園に通園してい
ない未就学児と保護者
http://homepage3.nifty.com/seisyounen-ie/

3/25
金

よちよち歩きの子あつまれ
パネルシアター

10：00～

MAP

様々な団体による演技発表やインボディ（体組成）
測定など。詳細はホームページをご覧ください。

宮スポフェスタ

9：00～21：30

MAP

　 宮前スポーツセンター（犬蔵1-10-3）
　 宮前平駅、武蔵溝ノ口駅、溝の口駅よりバス「犬
蔵」下車
　 あり（有料）　　 参加無料
　 976-6350　　 一部要事前申し込み、室内履きを
持参。動きやすい服装でご参加ください
http://miyamae-sc.jp/ 

5

日

7

認知症の基礎知識をわかりやすく解説します。
講師：橋本知明（聖マリアンナ医科大学神経精神科学教
室助教）主催：認知症（老年精神疾患）治療研究センター
　 聖マリアンナ医科大学病院 医学部本館3階大学
院講義室1（菅生2-16-1）　 宮前平駅、武蔵溝ノ口
駅、溝の口駅よりバス「聖マリアンナ医科大学」下車
　 出来るだけ、公共交通機関をご利用ください
　 無料 　　977-8111（PHS 0978）　　不要　　 
　 定員／100名　　http://www.marianna-u.ac.jp/

もの忘れ？認知症？
ー認知症基礎講座ー

10：00～11：30（9：30開場）

MAP 8

屋内開催
3/26
土

※いずれも駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。
※下記内容は変更となる場合があります。さくら祭り

AA9MAP

　 鷺沼駅 正面口前駐車場（特設会場）
　 070-6513-3336
http://sakura.saginuma.com/

ステージパフォーマンスやフリーマ
ーケット、フードコート、スタンプラ
リー、餅つき実演・即売など（予定）。

さぎ沼さくらまつり4/2
土

10：00～16：3010：00～16：30（予定（予定）★雨天決行
※荒天時は、ステージでの音楽・パフォー
マンスは中止。

　 有馬白百合幼稚園　園庭
（東有馬2-35-30）
　 鷺沼駅よりバスで「下有馬」また
は「東有馬第1団地前」下車
　 855-7777

園庭を開放して、地域の人と桜を
愛でながら楽しむ1日です。有志
による催しも計画中です。

有馬白百合幼稚園　
さくらまつり

3/26
土
1010：00～：00～1616：00：00　★雨天中止

第20回を記念した「さくら20プロジェ
クト」をはじめ、模擬店やフリーマー
ケット、「ダンス広場」や「音楽広場」
でのパフォーマンスもお楽しみに！

第20回　宮崎台　
ふる里さくら祭り

4/3
日

　 宮崎台駅周辺
　 080-5484-3446
http://msakura.com/

11MAP
10：00～16：0010：00～16：00　★小雨決行

A10MAP

屋内開催

舞台発表や作品展示、模擬店、ゲーム、工作体験な
どもりだくさん。みんなで遊びにいこう！
　 川崎市青少年の家（宮崎105-1）
　 宮崎台駅より徒歩約12分
　 公共交通機関をご利用ください
　 入場無料　　888-3588
　 不要　　持ち物／上履き
http://homepage3.nifty.com/seisyounen-ie/

3/13
日

第20回「青少年の家フェスタ」

10：00～15：30
フリーマーケットのみ9：00～

MAP

雨天決行

※雨天時屋外のフリーマーケットは中止

6

屋内開催
3/13

さぎ沼さくらまつり有馬白百合幼稚園さくらまつり ふる里さくら祭り

今年
で20回目！！
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イベント情報や地域・団体の活動報告などをお待ちしています！イベント情報や地域・団体の活動報告などをお待ちしています！　

※タイトルに「歳時記みやまえ」と記載し、ご連絡先をご記入ください。

※広告の内容については、各広告主にお問合せください。

編集：株式会社フューチャーリンクネットワーク

MAIL：info@miyamae-portal.net

FAX：047-495-0625

「歳時記みやまえ」に情報をお寄せください！

※次号は2016年3月末に発行予定です。

学童保育
宮前区にもあります！

花の台学童保育ホール（有馬2）
スキップ鷺沼（鷺沼3）
ささのはクラブ（野川3214）
学童保育ひだまり（南平台3）

花

学
この広告に関するお問い合わせは花の台ホール(044)877-5304まで♪

～生産者と消費者を結ぶ～ 『農』の情報発信基地、セレサモス宮前店
JAセレサ川崎が運営する大型農産物直売所「セレサモス」。昨年10月27日に、２号店となる宮前店がオ
ープンした。’08年に麻生区黒川に1号店がオープン、もっとアクセスしやすい川崎市の中心にも欲しい
との要望から、宮前区に誕生することとなった。
毎朝、川崎市在住の組合員(生産者)から届く収穫したばかりの新鮮な野菜が店頭に並べられる。野

菜をはじめとする商品の価格は組合員が決めるというユニークなシステムを導入。だからこそ、より良
心的な価格が設定され、人気を呼んでいる。新鮮であることはもちろん、生産者と直接触れ合えること

は、消費者にとって安心・安全につながるというメリットも。
商品の数は1日およそ12,000点、7割近くの商品がいわゆる地場の商品で占められる。地元ならではの季節の野菜や果
物、農産物加工品、切り花、鉢花、植木等の他、さらには肥料や農機具、園芸用品などの販売と幅広い。
「スタッフ1人1人に、自分のファンを作りなさいと話している。見たことのない野菜についてはどん
な野菜なのか、どう調理するとおいしいかなど、スタッフとお客様がフレンドリーに会話を楽しめ
るのも、スーパー等とはひと味違う特徴のひとつ」と語るのは、副店長の田島亮さん。以前は麻生
店に勤務、食育ソムリエ（農協認定）という資格を持ち、野菜の試食等を通して、野菜の特徴を生
かした料理方法の提案やアドバイスなどを得意としている。
東急田園都市線宮崎台駅から徒歩約6分、駐車場は114台収容。地元の

方々の冷蔵庫のような存在として、ぜひぜひ気軽に利用したいセレサモス。
アットホームな雰囲気の中、お気に入りのスタッフを探しに出掛けませんか？

（みやまえ情報ラボ　笠原）

このコーナーは『みやまえ情報ラボ』が担当しています。『みやまえ情報ラボ』は
宮前区民で構成され、自分たちの住むまちの情報を発信し、皆様に楽しんでもら
える事を目指して活動しています。　お問合せは　　、情報は　  で！

　   miyamae.joholabo@gmail.com　　  Facebook みやまえ情報ラボ　で検索 ぐるっとみやまえ 検索

ファーマーズマーケットセレサモス 宮前店ファーマーズマーケットセレサモス 宮前店（宮崎2-1-4）TEL:853-5011
営業時間：10:00～18:00 定休日：水曜、年末年始他 http://www.jaceresa.or.jp/

この情報は「ぐるっとみやまえ」
にも掲載しています。

副店長　田島亮副店長　田島亮さんさん副店長　田島亮さん

生産者　本多生産者　本多さんさん生産者　本多さん
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