
区制40周年記念誌「歴史文化と花のまち　かわさきく」は、区役所、支所、区内の主な公共施設で配布しています�

217,785人�

107,084世帯�

　区内のさまざまな場所に咲いた区の花「ひまわり」のある風景や「ひま
わり」と一緒に撮影した写真を募集します。写真は区ホームページで紹介
します。�
募集期限　9月20日（消印有効）まで�
内　　容　ことし、区内で撮影�
　　　　　した「ひまわり」が�
　　　　　写っている写真�
sa写真に、氏名、住所、電話番号、
撮影日時、撮影場所、題名、エピソ
ードを添えて郵送で〒210－8570川崎
区役所企画課1201－3101、6201－
3209［選考］�
※応募作品の返却はできません。�
詳細は問い合わせるか区ホームページをご覧ください�

青空のもと�
すくすく育つ「ひまわり」�

　大人も子どもも楽しく交流できる�
イベントを開催します。�

　男性保育士と一緒に歌ったり、人形劇を見たりするイベントです。�
日時　9月14日（土）9時半～12時�
場所　京町いづみ保育園、大師保育園�
対象　就学前の子どもと保護者�
a京町いづみ保育園1322－3811、6322－�
3822。大師保育園1266－7939、6277－7718。�
区役所こども支援室1201－3332、6201－3293

　子どもと同じ年齢のクラスに交
ざり、一緒に遊び、昼食を取ります。�
日程　9月10日、24日、10月8日、
22日、11月12日、26日の火曜�
時間　9時20分～ランチ終了�
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、各日各園2組�

費用　1組500円�
持ち物　水筒、ハンドタオル、子ど
も用食事エプロン、着替え、オムツ、
帽子、靴、靴下、印鑑�
sa8月26日（受け付けは9時～
16時）から電話で区役所こども支
援室1201－3331、6201－3293。［先
着順］�

これからママ・パパになる人の子育てを応援！プレママ･プレパパ講座�

sa

日時・場所・内容　9月7日（土）10時～13時、教育文化会館�
�
�
�
�
保育園児の絵画などの作品展（当日の他、9月2日～6日、9時～18時、同
館1階市民ギャラリーで開催。2日は13時～18時）�

その他　キャラクターメダル・手形・万華鏡の製作、
迷路、遊びコーナー、子育て相談など�
※会場ではベビーカーの利用はできません。9時
半から1階で預かります。抱っこひもなどを持参�
a区役所こども支援室1201－3312、6201－3293子どもと一緒にリズム遊び�

0歳児クラスでの保育体験や育
児相談�

●9月5日（木）10時～11時�
　大島保育園�
●9月11日、10月9日の水曜�
　9時45分～11時�
　東小田保育園�
●9月20日、11月8日の金曜�
　10時～10時45分�
　藤崎保育園 �

qは8月15日weは8月29日（いずれも受け付けは9時～16時）から電
話で区役所こども支援室1201－3331、6201－3293。［先着順］�

ベビーフードを使
った離乳食の紹
介、栄養相談など�

9月19日（木）�
11時～12時�
大島保育園�

10月26日（土）�
9時半～10時半
東小田保育園�

先輩ママ・パパに
よる子育ての話�

内容�

対象�

講座� q保育体験講座� w離乳食講座� e応援講座�

定員�

日時�
・�
場所�

週数36週未満の妊婦とパートナー�
各日各園2組� 5組� 10組�

　区では子どもが元気に過ごせるよう、子育てしやすい地域づくり
を進めています。区で行う子育てを応援する取り組みを紹介します。�

親子で楽しむゆかいなコンサート�

リトミック�
（リズム遊び）�

1歳未満の子ども�

1歳～就学前の子ども�

11時半～11時50分�

12時10分～12時半�

10時～10時45分�

イベント�

日時　26年2月15日（土）午後（時間は9月中旬ごろ区ホームページに掲載します）�
場所　サンピアンかわさき�
応募条件　�
●区内在住・在学・在勤か区内で音楽活動を行う個人・グループ�
　(グループの場合は該当者が1人以上いること)�
●演奏内容がクラシックであること�
●事前に1～2回程度実施する打ち合わせに参加すること�
sa8月31日（消印有効）までに住所、氏名、電話番号（グループの場合は代表者と該当者）を記入
し、出演者の概要（活動実績、ＣＤなど）も同封し直接か郵送で〒210－8570川崎区役所地域振興課
1201－3127、6201－3209。［抽選］�

まちの芸術家たちのミニコンサート�まちの芸術家たちのミニコンサート�

日時　8月24日（土）14時～15時半（開場13時半）�
場所　プラザ田島�
定員　当日先着80人�
出演　ザ・のんべーず�
曲目　「憧れのハワイ航路」他�
aプラザ田島1333－9120、6333－9770

かわさき区ビオラコンサート�かわさき区ビオラコンサート�

日時　9月4日（水）12時10分～12時50分�
場所　市役所第3庁舎１階ロビー�
出演　庄司文子、杉原蓮子、佐野まゆみ�
曲目　ハイドン：ピアノ三重奏「ジプシートリ
　　　オ」他�
a区役所地域振興課1201－3127、6201－3209

かわさき区ビオラコンサート～クラシック音楽会～出演者募集�かわさき区ビオラコンサート～クラシック音楽会～出演者募集�

情
報�

　区内の小学6年生を対象とした、地球環境問題啓
発ポスターコンクールの最優秀賞1点、優秀賞2点、
佳作27点が決まりました。最優秀賞は、区内の町内会・
自治会の掲示板に掲示します。入賞作品は9月ごろ
区ホームページに掲載します。�

a区役所企画課1201－3101、6201－3209

三上真紘さん（旭町小）　� 坂本悠香さん（さくら小）　�

妹尾晃吉さん�
（京町小）　�

優秀賞優秀賞�優秀賞�優秀賞優秀賞�優秀賞�

最優秀最優秀�
賞�

最優秀�
賞�



q食生活改善推進員…8月29日
（木）、9月4日（水）、12日（木）、19日
（木）。
w運動普及推進員…8月29日（木）、
9月4日（水）、11日（水）、10月4日（金）。
eウオーキング推進員…8月29日
（木）、9月4日（水）、9日（月）、10月
4日（金）。
rほほえみ元気体操推進員…8月
29日（木）、9月4日（水）、25日（水）、
10月4日（金）。
いずれも13時半～16時（qの9

月12日は9時～13時、19日は9時
～11時半）、全4回。区役所で。
区内在住で全回参加できる人。q

～r合わせて50人（qは25人）。
sa8月15日から電話かFAXで。
[先着順]

9月10日（火）に予定していた大
師公園ウオーキングは参加者の熱
中症予防のため中止にします。

「こだわりが強い」「集団になじ
めない」など、発達が気になる子
どもへの関わり方を学びます。9
月12日（木）10時～11時半。区役所
で。おおむね4～6歳の子どもの
保護者20人。保育あり（5人。要
予約）。s8月15日から電話で。
［先着順］

子育てに参加する具体的な方法
を学びます。8月31日～26年1月
25日の土曜、主に10時～12時、全
5回（月1回程度）。教育文化会館
他で。男性保護者と家族10組。
保険料、交通費、材料費など実費。
s8月15日から直接、電話、FAX

（参加者全員の必要事項を記入）、
区ホームページで。［先着順］

災害時の根拠のないうわさと暴
力の問題を振り返り、多民族共生
への道を考えてみませんか。9月
8日（日）13時～16時（開場12時半）。
教育文化会館で。当日先着200人。

麦わらを使った貼り細工や編み
細工を作ります。8月24日（土）10
時～15時半。プラザ大師で。小
学生と保護者40人。材料費実費。
s8月16日（必着）までに参加者
全員の学校名、学年、性別も記入
し、往復ハガキで。［抽選］

初心者を対象にした入門編と経
験者も受けられる活動編の講座。
9月12日～10月17日の木曜、10時

～12時、全6回。プラザ大師で。
30人。保育あり（2歳～未就園児
の8人）。s8月16日10時から直接
か電話で。［先着順］

折り紙でこまを作ります。9月
14日（土）10時～12時。プラザ田島
で。小学生15人。材料費･保険料
200円。s8月15日10時から直接
か電話で。［先着順］

q9月5日（木）…地域の人による
演芸大会。当日会場へ直接。w9
月6日（金）…午前は趣味などの発
表会、午後は芸能人による演芸。午
後の入場券を8月30日10時から日
進町老人福祉センターで配布。60
歳以上の先着220人。いずれも9
時半～16時。福祉センター5階で。

3312

▼こどもの力を育てるために▼健康づくりボランティア　
（推進員）養成講座

▼関東大震災90周年記念シン
ポジウム

市体育館スポーツ教室�
教室名� 日時� 対象・費用� 締め切り�

チャレンジ！�
ハーフ�
マラソン�
※�
ベビー�
マッサージ�
＆ママケア�

ステップアップ�
フラダンス�

いずれも保険料含む。sa各締め切り（必着）までに往復ハガキに必要事項､性
別､学年（※は全員の必要事項と子どもの生年月日も）を記入し〒210－0011川崎区
富士見1－1－4市体育館1200－3255、6211－5921。［抽選］   

心肺機能疾患がなく万
全の体調で参加できる
18歳以上､25人。8,800円�

開講時点で生後2カ月か
らハイハイする前の子ど
もと保護者10組20人。
8,400円�

15歳以上､40人。6,300円�

8月24日�

8月17日�

8月30日�

9月7日～11月9日の土曜（9
月21日、10月26日を除く)､15
時～17時､全8回�

9月13日～11月29日の金
曜（9月20日、10月25日を
除く）､13時～14時､全10
回�

9月27日～12月13日の金曜､�
13時～14時15分､全12回�

普通救命講習会�

saqは8月27日wは9月10日から直接か電話で各消防署へ。［先着順］�

9月13日（金）�
13時半～16時半�
40人�

川崎消防署�
1223－0119�
6223－2819

臨港消防署�
1299－0119�
6299－0175

9月27日（金）�
13時半～16時半�
30人�

q

w

成人の心臓や呼吸が停止したときの
心肺蘇生法と、自動体外式除細動器
（AED）の取り扱いの講義と実習�

乳児や小児の心臓や呼吸が停止した
ときの心肺蘇生法と、自動体外式除細
動器（AED）の取り扱いの講義と実習�

日時・定員� 場所� 内容�

▼イベント中止のお知らせ

▼市民自主学級「かわいく～お
父さんのための子育て講座」

▼遊友
ゆうゆう

くらぶ

▼にぎやかに～敬老の集い～

　 いきいきかわさき区提案事業で、新たに4つの事業が決まりました。�

　　市立さくら小学校の花壇で植樹祭を開催し、世代間交流を図ります。�
　実施団体　さくらもと地域教育会議�

「いきいきかわさき区提案事業」2次採用決まる�

a区役所企画課1201－3267、6201－3209

　　区内の歴史ある施設の価値を評価し、歴史的資料として映像化します。�
　実施団体　かわさきムーブアート応援隊�

　　区内の歴史的な祭りや、新しい祭りを一堂に紹介する舞台を開催し、幅広
　い世代や外国人市民との交流を図ります。�
　実施団体　川崎区文化協会�

　　植物などの観察や植樹などを行い、環境問題などを考えます。�
　実施団体　海風の森をMAZUつくる会�

おも� ちょうじゅうろうなし�

故郷想い出づくり（区の花「ひまわり・ビオラ」、区の木「長十郎梨」を育てて）�

建て替え予定市民施設の映像アーカイブ化事業�

かわさきの祭大集合～伝承と創造のコラボレーションLIVE～�

森の楽園「海風」�

　区内の子育て、健康づくりや高齢者に関する情報、イベ
ント情報、区地域福祉計画などを紹介するホームページを
開設しました。随時、情報を更新していきますので、ぜひ、
活用してください。�
　http://kawasaki-kawasaki.mypl.net/fukushi_kawasakiku/�
a区役所地域保健福祉課1201－3228、6201－3291 QRコード�

日時 8月31日（土）16時～17時半。小雨決行
場所 小田公園
内容 スーパーボールすくい、ペットボトルボ
ウリング、紙相撲、手品、紙芝居など
a区役所地域振興課1201－3127、6201－3209

日程・受付時間�健診名� sa対象・内容・料金�

3カ月・1歳6カ月･3歳児健診は対象世帯に郵送でお知らせします。a区役所児童
家庭課1201－3214、6201－3293

8時45分�
～10時�

15時～�
15時半�

１ 歳 児 �
歯科健診�

27日（金）�

3日（火）�

1歳前後で歯が生え
出した乳幼児、30人�

随時、電話で�
地域保健福祉課�
1201－3212。�
［先着順］�

q11日�
   （水）�
w27日�
  （金）�

生活習慣病予防に関
連した検査と保健指
導。血液検査、尿検査
など。1,220円。両日
参加できる区内在住
の18～39歳の25人�

39歳まで
の 健 診・�
保健指導�

9時～�
9時15分�

H I V �
即日検査�

個別健康
相 談 �

8時40分～�
10時10分�

q3日�
  （火）�
w17日�
  （火）�

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15人�

医師や管理栄養士に
よる、生活習慣病予
防のための日常生活
のこつや禁煙のアド
バイス�

9月の健診･検診案内�会場は区役所5階�6201－3291

8月19日から電話
かFAXで�
地域保健福祉課
1201－3216。�
［先着順］�

qは8月20日から�
wは9月3日から�
電話で地域保健福祉課
1201－3212。�
［先着順］�

8月15日から電話で�
地域保健福祉課�
1201－3216。�
［先着順］�
（キッズスペースあり）�

夏休みの思い出づくり

sa1233－6361、6244－2347

a16233－5592

▼よみきかせボランティア

英語、スペイン語など6カ国語で、外国人向け行政情報をメール配信しています。　a川崎区役所企画課（1201－3296、6201－3209）�

▼小学生親子の麦わら細工講座


