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　さまざまな人や団体が、出会い共感することで生まれる相互作用によって暮らしやすい地域を実現するため
に、区では気軽なつながりの場所“まちのひろば”が身近な地域に広がっていくよう取り組みを進めています。
あなたにとっての“まちのひろば”を区役所までお寄せください。

区役所企画課
☎201-3267 201-3209

61kikaku@city.kawasaki.jｐ

あなたの身近な を見つけよう

 行きつけの店

行くだけでほっとする商店や
居酒屋が私のお気に入り。
見知らぬ人と意気投合する
出会いの場になることも

縁側、認知症カフェ

地域住民が気軽に参加で
きる、自宅を開放した縁
側や認知症カフェ

 防災訓練

いざというときに備えて、
顔の見える関係のきっか
けづくりになる防災訓練

※イラストは「これからのコミュニティ施策の基本的考え方」から抜粋

　「子どもたちのためにひと肌脱ごうじゃないの」とい
う素敵な地域の方たちが寺子屋先生となり、学習支援
や体験活動を実施しています。子どもの学ぶ意欲や人
と関わる力を育み多世代での交流を推進しています。

地域ぐるみの子どもの学び場

地域の寺子屋
/区内６カ所

子どもたちと一緒に過ごせ
る時間がとても楽しみです。
色々な地域で寺子屋が広
がっていくといいですね。

　地域コミュニティーの中核を目指し、病棟前のスペー
スを無料開放しています。フリーマーケットや隣接する
中島中盛会商店街と連携したイベントを開催。平日お
昼には、病棟前で近隣の商店が出張販売を行ってい
ます。

病棟前でフリーマーケットを開催

総合川崎臨港病院
/中島3-13-1

　「地域の人が集まれるようなカフェをやりたい」という
松本さんの言葉をきっかけに、家族で自宅ガレージを
改装したカフェが４月にオープンしました。誰もが気軽
に立ち寄ることのできる「出張 まちの縁側 南町町内会
館」として、おいしいパンやみそおでんと気軽な居場所
を提供しています。

自宅ガレージをカフェに改装
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寺子屋コーディネーター
宮越 隆夫さん※１…地域の寺子屋での学習教室の様子

※３…4月のプレオープンの様子※２…昨年11月に開催した「りんこうおさがりマルシェ」の様子

※1

※3※2

右：松本 和子さん
左：まちの縁側南町町内会館

工藤 裕司さん

“ ま ち の ひ ろ ば ” って こ ん な イメ ー ジ

例 え ば 、 こ ん な とこ ろ も “ ま ち の ひ ろ ば ” で す

3人集まれば“まちのひろば”　 参加のきっかけとなる出会いの場
楽しい、関わりたくなる、人を惹

ひ

きつけるコミュニティーの入り口
家庭、学校、職場以外の地域の居場所（サードプレイス）

「自分の求めるつながり」が見つかる場所　など

内装は手作りです。木～日
曜の１１時から１６時まで開い
ていますので、ふらっと遊び
にきてください。

気軽に立ち寄れる「病院ら
しくない病院」を目指して
います。イベントや出張
販売をしたいという方はお
問い合わせください。

院長　渡邊 嘉行さん

“まちのひろば”の詳しい説明は、「これからのコミュニ
ティ施策の基本的考え方」で紹介しています。

３月１０日に開催した「川崎区つながるまちづくり大会
議」には、約１００人が参加し、“まちのひろば”につな
がるお気に入りの場所を発表しました。

地域で見つけたさまざまな
“まちのひろば”を一部紹介します。
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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（かわさき きたテラス：アトレ川崎３階）へ。平日7時半～19時、土日・祝日9時～17時 ☎244-1371

子育て特集
ジョイフルサタデー

ふじさき
ジョイフルサタデー

おおしま
親子でenjoy 

ハッピータイム

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。
区役所地域支援課☎201-3214 201-3293

健診名 日程・受付時間 内容など 費用

ＨＩＶ
即日
検査

❶4日㈫
❷18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
❶5月21日❷6月4日から
電話で
区役所衛生課
☎201-3204［先着順］

1歳児
歯科
健診

28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
6月26日までに電話で
区役所地域支援課
☎201-3212［事前申込制］

（会場はいずれも区役所5階）6月の健診案内地域みまもり
支援センター

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
☎333-9120 333-9770

プラザ田島

元気！健康カフェ
　悪徳商法にだまされないための知
識を学びます。講師は市消費者行政
センター相談員の宮里恵子氏。 ６月
７日㈮１０時～１２時（開場9時半） プ
ラザ田島 100円 当日先着50人。

＊川崎授産学園
〒210-0001本町1-8-4
☎280-7321 280-7314

東海道かわさき宿交流館

街道シリーズ
徳川家康の大御所政治

　本
ほん

多
だ

隆
た か し げ

成氏によ
る駿府における家
康の大御所政治の
政策や対外関係な
どについての講演。

５月２５日㈯１４時～１５時半（開場１３
時半） 同館４階 当日先着100人。

教室名 初回日程 曜日 時間 回数 参加料 対象・定員
歌で学ぶフランス語
入門講座（後期2） 7月3日 水 13:00～14:30 8回 7,500

円
16歳以上・

15人

アロマヨーガ 7月4日 木   9:20～10:20 10回 7,500
円

16歳以上・
40人

らくらく健康
エクササイズ 7月4日 木 12:45～13:45 10回 7,500

円
16歳以上・

30人

※定員に満たない場合は６月２3日午前１０時から直接受け付け

カルッツかわさきスポーツ・文化教室参加者募集
　7月からの参加者を募集します。他の講座なども
ありますので詳細は区役所などで配布中のチラシか
施設ＨＰをご覧ください。

５月１日から２7日（必着）までに必要事項と7月
1日時点の年齢、市内在勤・在学の場合はその旨も
記入し往復ハガキか施設ＨＰで。〒２１０－００１１川崎
区富士見1-1-4カルッツかわさき☎222-
5211 222-5122 ［抽選］

かわさき区ビオラコンサート

日時　 6月5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　 三田 純子（フルート）、
太田 由希子（ピアノ）

曲目　 ブルーパステル、椿
姫ファンタジー他

区 役 所 地 域 振 興 課 ☎
201-3127 201-3209

定例コンサート

　土曜のひとときを家族みんなで楽しく過ごし
ませんか。
日時　6月8日㈯9時半～12時
場所　藤崎保育園
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
内容　 制作あそび、ふれあいあそび、離乳食

展示など。お楽しみタイム（歩ける子ど
もと歩けない子ども各15組）のみ要予約

5月15日から電話かFAXで藤崎保育園
☎・ 211-1306 ［先着順］

　土曜のひとときを家族みんなで楽しく過ごしま
せんか。
日時　6月15日㈯9時半～12時
場所　大島・大島乳児保育園
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
内容　�ゲームあそび、制作あそび、栄養士と食

事相談など。お楽しみタイム（20組）のみ
要予約

5月15日から電話かFAXで大島・大島乳児
保育園☎・ 222-7252 ［先着順］

　楽しい時間を一緒に過ごしながら仲間づくり
をしましょう！
日時　 6月26日㈬、28日㈮、7月2日㈫、4日㈭、

10時～10時45分、全4回
場所　東小田保育園
対象　 1歳0か月～3歳未満の子どもと保護者7

組
内容　 ふれあいあそび、食育講座、保健講座、

制作あそび他
5月27日から電話かFAXで区役所保育所

等・地域連携担当☎201-3319 201-3293 ［先
着順］

　“大人も子どもも一緒にはしゃげる非日常空間”として、川崎大師門前
で家族のためのサイレントディスコ※「ほしぞらディスコ #家族で踊る夜」
を開催。大山門への映像投影（日没後）、屋台、フォトスポットもあります。
　わんぱく集まれ！大師の夜を彩ろう！
日時　 5月25日㈯17時～21時
　　　（第1部　17時～18時50分　第2部 19時10分～21時）
　　　雨天時は6月1日㈯に延期
場所　川崎大師仲見世商店街 大山門前広場（大師町５）
主催　かわさき楽大師プロジェクト大師ONE博実行委員会

5月15日からFacebookイベントページで（サイレントディスコのみ要予
約） ［先着順］ 大師ONE博実行委員会 daishionepark@gmail.com
後援　川崎市川崎区役所

区役所企画課☎201-3267 201-3209
※サイレントディスコ…ワイヤレスヘッドホンを通してさまざま
な空間で音楽を楽しむ新しいディスコ。音量調節可能で優
しい音量で子どもでも体験できます。

各種教室案内

三田純子 太田由希子

Facebook
イベントページ
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