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まちづくり広場へのご意見・ご感想はこちらまで 

(事務局)宮前区役所地域振興課 

電話  856-3125 

F A X  856-3280 

E-MAIL  69tisin＠city.kawasaki.jp 

HPアドレス https://www.miyamae-machikyo.com 

【 編集後記 】 

宮前区の花「コスモス」の認知度が低いため、一念発起！「コスモスプロジェクト」 

と題してコスモスの種や苗を区内の活動団体、小中学校などに配付しました。高原な 

どではきれいに咲いている姿から簡単に咲くものと思いきや、やってみたら虫がつい 

たり、ツボミがあまりつかないなどけっこう苦戦させられました。そろそろ花も終わ 

りの頃、区民の皆様に認知されたでしょうか？（A.H.） 

今月号の主な内容
１面 ・特集：Welcome部会 外国人市民と日本人市民が共にまちづくりを考える

２面 ・特集：Welcome部会 Welcome pack（ウエルカム・パック） 

３面 ・特集：Welcome部会 外国人市民のための防災訓練ツアー 

４面 ・ラブみやまえ開催 Welcomeサロン開催 

次回予告

・まちづくり協議会福祉部会を特集します。

英語ができないから外国人としゃべれないと

思い込んでいませんか。「やさしい日本語」を使う

と会話が可能です。その簡単な使い方を紹介しま

す。その後、実際にタイの方のお話を聞いて、最

後に話しかけてみませんか。 

協力：宮前国際おしゃべりサロン

主催：Welcome部会

タイムスケジュール

13：00 着席整理券（10席）配布 立ち見は不要

13：20 開場 

13：30 あいさつ・Welcome部会活動紹介 

 「やさしい日本語」ミニ講座 

14：00 おしゃべりサロン タイ編(予定) 

14：45 終了 

まちづくり協議会主催のこのイベント、今年の

テーマは「まちづくり広場ラブみやまえde愛・合

い・会いましょう！」。３年ぶりに顔を合わせて開

催する今回は「多くの方たちが出会って、知り合

って、住むまちを好きになったらいいな」との思

いを込めたタイトルになりました。 

それにふさわしく、メインプログラム「宮前楽

市」は市民広場、大ホール、ホワイエで繰り広げ

ます。市民館入り口左手のホワイエには、環境、

平和、食育、歴史、観光、音訳など多様なブース

があり、大ホールも楽器演奏、コーラス、詩吟な

ど多彩です。広場では、花あり野菜ありコーヒー

あり、木工おもちゃづくりも体験できます。 

ギャラリー、ロビー、３階・４階では、まちづ

くり協議会各部会による展示やスマホ相談会な

どが開かれます。

さらに昔あそびのゲ 

ーム、大道芸のような 

華やかな紙しばいは家 

族みんなで楽しめます。

また、この地域の開

発に「出稼ぎ労働」で

携わった映像と話など

で、昨年のオンライン

開催を濃密な場にして

くれた山形県白鷹町の

本木勝利さんから、春にさつま芋の苗が届きまし

た。区内で大きく育ったそのさつま芋の販売と焼

き芋をします。50年余りのときの流れと、山形と

の今のつながりを味わえるお芋は、今回のハイラ

イトです。

たくさんの方のご来場をお待ちしています。

Welcome部会の正式名称は「外国人市民と日本

人市民が共にまちづくりを考えるWelcome部会」

です。国籍に関係なく多様性を大切にして協力し

合いながら、まちづくりを実践しようという部会

です。まちづくり協議会委員の１人が、宮前市民

館の市民自主学級「ご近所国際交流」に参加した

折に出会った４人と一緒に５年前に部会を立ち

上げました。 

 2022年7月末の川崎市の統計によると、宮前区

在住外国人は4,201人（川崎市全体45,682人）

で、３年前の3,618人（川崎市全体44,027人）

から緩やかに増えています。出身国は102か国に

および、国連加盟国は193か国ですから、宮前区

はちょっとした国際社会です。ゴミ出しや公園で

の散歩、出勤の際の最寄り駅で「あの人、外国人

かもしれないな」と思った経験があるのではない

でしょうか。彼/彼女らの多くは日本人の配偶者

だったり、日本で働いていたり、学校に通ったり

しているので、片言の日本語を話せる人も少なく

ありません。 

もし知り合いになれたら、興味深い話が聞ける

かもしれませんし、日本人市民が思いもつかない

素敵な地域課題の解決策を聞けたりするかもし

れません。 

市民自主学級をしていた時は国際交流気分で

したが、Welcome部会で外国人委員と長く接して

いくうちに「国籍は関係ない。みんな宮前区民だ」

と感じるようになりました。共有できる地域課題

は少なくありません。共に考えたなら宮前区らし

い解決策が生み出されるのではないでしょうか。

２面・３面で紹介する活動を通して「まちづくり」

に興味のある外国人区民が気軽に日本人区民と

一緒にボランティアをしながら、緩やかに繋がる

場づくりをしています。 

11月26日の「ラブみやまえ」では、そんなつ

ながりの一端を体験してもらおうと、「Welcomeサ

ロン」というイベント（４面に詳細）を開きます。

「ぜひ覗いてみてください」と部会長の田原明子

さん。
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He tenido la oportunidad de participar en las actividades del Club de 
Bienvenida en la zona de Miyamae, donde organizamos los paquetes con 
informacion primordial para darle la bienvenida a los extranjeros que 
llegan a Japon. Es una experiencia muy agadable y satisfactoria donde 
he conocido personas de otros paises y un poco mas de Japon, los 
voluntarios son personas muy agadables que siempre estan dispuestos a 
ayudar y compartir experiencias. Los invitamos a unirse a las 
actividades que la zona de Miyamae tiene para ofrecer. 

（ペンネーム：ジュリア／コロンビア出身）

我多次参加了「welcome部会」的活动。感觉很好。不仅接触来至不同国家

的外国人，还为刚来日本的外国人提供帮助的工作出了一点力，也给自己

融入日本社会增加了一个机会。这个团体的义工们都很热情。如果你也愿

意参加我们的团体，欢迎你！（ペンネーム：コウ/中国出身） 

「Welcome部会の委員さんは親切で、貴重な経験 

をさせてくれます」ジュリアさん/コロンビア 

＊訳（全文）は、QRコードでまち協HPを開いて 

お読みください。 

「私は活動に何回か参加しました。すこくいい感 

じです」コウさん/中国 

＊訳（全文）は、QRコードでまち協HPを開いて 

お読みください。 

区のマスコット、メロー＆コスミンが17か国語

で「ウエルカム」と言っているイラストの封筒に、

ゴミの出し方や避難場所の地図、宮前のお医者さ

んや多言語問診票のURL、子育て情報、多言語相

談窓口など役に立つ情報の多言語版を詰めたもの

が「ウエルカム・パック」です。ボランティアの

方々と一緒に月１回、集めた資料を封筒に詰めて

パックにし、区民課窓口で転入届を出す外国人の

うち口頭でのやり取りや筆談が難しいと判断した

方に配布しています。パックの裏面にはアンケー

トを付け、手続きを待っている間にパックについ

ての簡単な感想を書いてもらっています。アンケ

ート結果は区役所と共有し、中に入れる資料を選

ぶ際に活用しています。 

部会員はボランティアさんたちと作業をしなが

ら、この１か月どうしていたかとお互いに近況を

尋ね合ったり、着なくなった洋服をリサイクルシ

ョップに出したいがどこのお店がいいかなどの生

活情報を交換したりと、おしゃべりを楽しみます。

日本に住んでボランティアをしようと思う

方々は、たとえ片言でも日本語がしゃべれますの

で、共通語は「やさしい日本語」です。「やさしい

○ ○日本語」以外は、「 語使っていいですか」と断

ってから話し出します。話し終わったら、日本語

が上手な人が、どんな会話をしていたか簡単に内

○ ○容をみんなに伝えます。このような配慮で、

語が分からない人も話を共有でき、みんなで前向

きな話ができます。そんな会話の中から、専業主

婦のＪさんは母国でプロのグラフィックデザイ

ナーをしていたことが分かり、ウエルカム・パッ

クをデザインしてもらいました。 

財布を落とした話 

を聞いて、役所の窓 

口へ付き添い通訳で 

行くよと申し出た人 

もいました。国籍に 

関係なく、みんなで 

楽しみながら、ほど 

よい距離感の緩やか 

な関係性を深めてい 

ます。 

時折、区民課職員 

やアンケートから助 

かるというメッセージをもらいます。 

そんな時はニコニコ笑顔になって、資料と一緒に

スマイルをウエルカム・パックに詰めています。

多くの外国人は日本で初めて地震を体験しま

す。日本人なら当たり前に知っている安全行動

がとれません。ウエルカム・パックのアンケー

トで知りたい事の２位に災害時対応が入ってい

ます（参考までに１位はゴミの出し方です）。

Welcome部会の外国人委員からも「外国人は防

災訓練に参加していいのか」「日本に来たばかり

の人はどこでやるのかという情報がないし、知

り合いがいないので参加もしにくい」という意

見が出たことがきっかけで、「外国人市民のため

の防災訓練ツアー」を企画し、年１回のペース

で区の防災訓練に参加しています（但し、昨

年・一昨年はコロナ禍で中止）。 

簡単に防災の概要を説明してから皆で会場を

回るだけなのですが、自然と町会の方々と交流が

生まれます。例えば、野川では通訳にとIT企業

に勤めている人が同行し、その頃まだ一般的では

なかったネットの音声通訳の使い方を教えてく 

れました。別の会場では、町会に興味がある外国

人がいて、ツアーをきっかけに町会に仮入会しま

した。そこから発展して宮前区全町内・自治会連

合会の多言語パンフレットをWelcome部会も協

力して作成し、その簡易版をウエルカム・パック

に封入しています。 

ツアーが終わってからは、希望者でLINEグル

ープを作っています。震度４程度の地震が起きた

時、自然発生的に外国の方から「だいじょうぶ？」

と書き込みがあります。「だいじょうぶ！」「まぎ

ぬ、ていでん！」などやさしい日本語で安否確認

や情報交換をしています。防災と関係ない「ウエ

ルカム・パックのお手伝いお願いします」と打ち

込んだら、平日昼にスケジュールの空いている人

が来てくれるようになりました。つながりを大切

にする人が少しずつ増えて「まちづくりの輪

(和)」が出来上がっている最中です。 


