
日時　８月12日㈯14時～15時
場所　川崎ルフロン１階
出演　川崎小学校＆市消防音楽隊
曲目　「上を向いて歩こう」他

区役所地域振興課☎201-3127 201-3209　

坂本九さん追悼コンサート かわさき区ビオラコンサート
日時　９月６日㈬12時10分～12時50分
場所　市役所第3庁舎1階ロビー
出演　アマーレ（古楽アンサンブル）
曲目　「おやすみ、かわいい坊や
　　　（セファルディ民謡）」他

　
　県立川崎高等学校養蜂部と協働で開催するミツバ
チと蜂蜜に関するイベントです。当日は、採蜜体験
や採れた蜂蜜の試食のほか、吹奏楽部や軽音楽部に
よる公演や茶道部による抹茶の振る舞いなど、文化
部の催しもあります。荒天中止。
※１歳未満の子どもは蜂蜜の試食ができません
日時　９月２日㈯１０時～１４時
場所　県立川崎高等学校

区役所企画課☎２０１-3101 ２０１-3209

　毎年恒例の小田公園の夏祭り。スーパーボー
ルすくい、水鉄砲射的、手品、紙芝居など、
楽しいイベントが盛りだくさん！ この夏の思い
出づくりに、家族で出掛けてみませんか。

日時　８月26日㈯15時50分～17時半。※雨天中止
場所　小田公園（小田4-20-38）
定員　200人（当日15時半から参加券を配布）

区役所地域振興課☎201-3127 201-3209

かわさきハニーフェスタ
自分で採った蜂蜜を味わってみませんか 小田公園

夏のお楽しみ大会

　区では地域防災力向上のため、今年度から新
たに地域・関係機関・行政などが連携して、広域的
でより実践的な総合防災訓練を２回実施します。
　神奈川県初の「体感型防災アトラクション」もあ
ります。

～川崎区総合防災訓練を行います！～
「いざという時のために」

メールニュースかわさき

総 合 防 災 訓 練

地
震
へ
の

備
え

　地震発生後、数日間はライフライ
ンが停止する可能性があります。保
存食品（お米・パックご飯・カップラー
メン・缶詰・お菓子など）、飲料水（１人
１日３ℓ）などを備蓄しましょう。

最低３日分、できれば７日分の備蓄を
　家具の転倒防止・窓やガラスの飛散防止
フィルムの貼付などで、安全な部屋作りを。

登録すると防災気象情報をメールで配信

災害時の情報取得

地震に強い住まいづくり

区役所危機管理担当☎201-3327 201-3209

日時　9月3日㈰9時～12時
場所　川崎小学校
内容　体感型防災アトラクション（定員１回150人　全2回❶9：30❷10：50）
　　　各種防災体験（煙体験・消火体験・地震体験）
　　　防災協力事業所などとの連携
　　　外国人市民向け防災講座他
「体感型防災アトラクション」の参加については、８月22日（必着）までに往復ハガ
キに代表者氏名、住所、電話番号、参加者氏名、年齢を記入し、〒210-8570東
田町8番地　川崎区役所危機管理担当まで。［抽選］
　10歳未満の子どもは、中学生以上の保護者の同伴をお勧めします。「体感型防災
アトラクション」以外は、自由に参加できます。

第2回 日時　11月26日㈰9時～12時
場所　田島支援学校桜校

第１回

煙体験 消火体験 地震体験

区 版か わ さ き01 　　川崎区ホームページ  http://www.city.kawasaki.jp/kawasaki/　［区版］は区の情報を中心に掲載しています。
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住民票や印鑑証明などは、川崎行政サービスコーナー（川崎地下街アゼリア西広場）へ。平日7時半～19時、土・日曜（祝日除く）9時～17時☎244-1371
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7つのことばで、くやくしょからのおしらせをメールでおくります。 インターコムかわさきく 区役所企画課☎201-3296 201-3209

１歳６カ月・３歳6カ月児健診は対象世帯に郵送でお知らせします
区役所地域支援担当☎201-3214 201-3293

健診名 日程・受付時間 内容など 費用

ＨＩＶ
即日検査

❶5日㈫
❷19日㈫

8時45分～
9時45分

匿名で受けられます。
感染の可能性がある
ときから3カ月経過
した10人

無料
①8月15日②9月5
日から電話で
区役所衛生課
☎201-3204 [先着順]

1歳児
歯科健診 22日㈮ 8時45分～

10時
区内在住の1歳３カ月
未満で歯のことで気に
なることがある乳幼児

無料
随時、電話で
区役所地域支援担当
☎201-3157

（会場はいずれも区役所5階）9月の健診案内保健福祉
センター

東海道かわさき宿交流館

日時　８月26日㈯14時～15時半（開場：１３時半）
場所　東海道かわさき宿交流館４階集会室
出演　小

お

山
やま

清
せいゆう

雄、小
お

山
やま

慶
よしむね

宗
入場料　1,500円
定員　当日先着80人

小山慶宗小山清雄

〒210-0001本町1-8-4　☎280-7321 280-7314
毎週月曜休館（月曜が祝日の場合は開館し、直後の平日が休館）

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

＊川崎授産学園
〒210-0011富士見2-1-3

☎233-6361 244-2347

教育文化会館

おりがみを楽しもう
　折り紙の折り方を学び、作品を作りま
す。 9月29日、10月6日、13日、20
日の金曜、13時半～15時半、全４回
教育文化会館 20人 2,000円 8
月31日（必着）までにハガキで。［抽選］ 
元気なシニア

　かわさきマイスターによる藍染め体
験や管理栄養士による簡単な調理実
習を通じて地域での仲間づくりをしま
せんか。 ❶藍染め体験…9月13日
㈬10時～12時。❷調理実習（簡単な
肉料理）…10月11日㈬10時～13時
いずれも教育文化会館 50歳以上の
20人 ❶300円❷600円 いずれも
8月22日10時から電話で。［先着順］
そばでつながる地域の輪

　そば打ちを通じて地域で仲間をつく
りませんか。 10月7日、14日、21日、

　夢見ケ崎動物公園へのお出掛け
やスキンシップ遊びなど、親子の触
れ合いを通して子どもとの関わり方、
接し方を学びます。
日時　9月12日、26日、10月3日、
10日、17日の火曜、10時～12時、
全5回。保育あり。
場所　教育文化会館　他
対象　２歳の子どもと保護者15組
費用　600円

8月23日10時から電話で教育
文化会館☎233-6361 244-2347。

［先着順］

　誕生学協会バースコーディネー
ター・誕生学アドバイザー宗

むねとう

藤 純
じゅん

子
こ

氏から性の発達による体と心の変化
の他、学校での人間関係、進路など
発達障害のある子どもの思春期につ
いて学びます。
日時　9月14日、28日、10月12日、
26日、11月9日の木曜、10時～12

時、全5回
場所　教育文化会館　他
対象　発達障害のある小学５～中学
３年生の子どもの保護者20人
費用　50円

8月25日（必着）までに住所・氏
名・ふりがな・子どもの学年・電話番号
を記入し往復ハガキで〒210-0011
富士見2-1-3教育文化会館☎233-
6361 244-2347。［抽選］

　子育て中の仲間と体操、料理、工
作など一緒に学びませんか。
日時　10月19日㈭、21日㈯、11月
2日㈭、9日㈭、21日㈫、10時～12時、
全5回。保育あり。
場所　プラザ大師
対象　２歳～就学前の第１子を子育
て中の保護者15人
費用　900円（材料費別）

9月1日10時 から直 接 か 電 話
でプラザ大師☎266-3550 266-
3554。［先着順］

　ピアノの音に合わせて、一緒に体
を動かしたり歌ったりしませんか。
日時　9月16日㈯10時半～11時半
場所　田島こども文化センター
対象　就学前の子どもと保護者、地
域の人など35組

8月16日から電話かＦＡＸで区役
所保育所等・地域連携☎201-3319 

201-3293。［先着順］

　親子で子どもと同じ年齢のクラス
に入って、一緒に遊んだり昼食を食
べたりする体験型の講座。
日時　9月14日、28日、10月12日、
26日、11月9日、16日 の 木 曜、9
時20分からランチ終了まで。
場所　大島保育園・藤崎保育園・東小
田保育園
対象　10カ月～就学前の子どもと保
護者、各園各日2組。

8月22日から電話かＦＡＸで区役
所保育所等・地域連携☎201-3319 

201-3293。［先着順］

　土曜日のひとときを家族みんなで
楽しく過ごしませんか。人形劇「ぐり
とぐら」、でんでん太鼓やこまの制作
コーナーなど親子で楽しめる内容で
す。
日時　9月2日㈯9時半～12時
場所　京町いづみ保育園
対象　就学前の子どもと保護者、こ
れからパパ、ママになる人

京町いづみ保育園☎322-3811 
322-3822。

　保育園の看護師から「生活リズム」
をテーマに子どもの健康や安全を守
るポイントを学びます。
日時　10月3日㈫10時半～11時半
場所　大島保育園
対象　就学前の子どもと保護者20組

9月4日から電話かＦＡＸで区役
所保育所等・地域連携☎201-3319 

201-3293。［先着順］

11月11日、25日の土曜、10時～13時、
全5回 教育文化会館 区内在住50
歳 以 上 の20人 3,500円 9月9日
10時から電話で。［先着順］

＊川崎授産学園
☎266-3550 266-3554

プラザ大師

男の料理入門
　初心者の男性シニアを対象にした調
理実習です。 9月7日、14日、21日、
10月12日、26日の木曜、10時～13時、
全5回 プラザ大師 50歳以上の男
性15人 3,000円 8月15日10時か
ら直接か電話で。［先着順］

＊川崎授産学園
☎各担当へ 201-3293

区役所地域支援担当

認知症サポーター養成講座
　認知症について正しい知識を学
び、認知症の人を見守る応援者を養
成する講座です。 9月8日㈮10時
～11時半 区役所7階会議室 80
人 8月15日から直接か電話で。
☎201-3206。［先着順］
川崎区栄養士等研修会

　管理栄養士、栄養士など食育に関

江戸時代の粋に遊ぶ　その２７「津軽三味線」

係する人を対象とした研修会です。公
認スポーツ栄養士・作

さく

田
だ

雅
まさ

子
こ

氏による
講演やグループワークを行います。
8月29日㈫14時～16時半 区役所５
階講堂 区内在勤・在住の４０人
8月16日から直接、電話、ＦＡＸで☎
201-3212。［先着順］

＊川崎授産学園
〒210-0024日進町1-11

☎246-5500 211-8741

区社会福祉協議会

年末たすけあい運動「支援金」の
申請受付

　ご協力いただいた年末たすけあい
募金を元に、対象となる世帯へ「支援
金」を配布します。詳細はお問い合わ

せください。 9月1日～10月31日（必
着）に申請書に必要書類を添えて直接
か郵送で。申請書は区社会福祉協議
会、区役所、支所などで9月1日から
配布します。

＊川崎授産学園
☎366-2475 272-6699

市消防防災指導公社

普通救命講習会
　心肺蘇生法、自動体外式除細動器

（ＡＥＤ）の取り扱い方法などの講義
と実習を行います。受講者には修了
証が交付されます。 9月20日㈬13
時半～16時半 川崎消防署 30人

800円 ９月４日から電話かＦＡＸで。
（受付時間9時～16時半）［先着順］

　大師地区にある商店街のお店の人などが講師となり、プロならではの知識
や情報を無料で教える少人数制の講座を８月２１日から９月３０日まで開催します。

「初めてのぬか床づくり」、「魅せます、まゆスタイ
リング。すっきり眉で10歳若く！」などさまざまな講
座があります。申し込みは直接各店舗へ電話で。
各店舗の連絡先、講座の開催日時などは区役所、
支所などで配布しているチラシをご確認ください。

区役所企画課☎201-3267 201-3209

～お店の人が教えてくれる得するまちのゼミナール～
いきいきかわさき区提案事業　第５回川崎大師まちゼミ

イヤイヤ期の２才児の子育てⅡ ファミリー講座「わくわくリズム」

体験保育「親子でランチ」

保健講座
発達障害のある子どもたちと歩む
～思春期を迎える子どもの子育て～

家庭・地域教育学級
「輝く明日へ！ありがとう」

パパも一緒に！
ジョイフルサタデー　きょうまち

子育て特集
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