
第4期川崎区区民会議報告書（概要版）は、区役所、支所、区内の主な公共施設で配付しています

219,754人

108,615世帯

日時・場所　8月12日（火）14時～15
時、川崎ルフロン1階
出演　川崎小学校、市消防音楽隊
区役所地域振興課☎201-3127、
201-3209

日時・場所　7月16日（水）12時10分
～12時40分、市役所第3庁舎1階
ロビー
出演・曲目　井出司（テノール）、
山本彩恵子（ソプラノ）、河原田奈
美（ピアノ）、海、茶摘み、夏はき
ぬ他

市民文化パートナーシップかわ
さき☎ 813-1550、ミューザ川崎
シンフォニーホール☎520-0200、
520-0103

●8月定例コンサート
日時・場所　8月6日（水）12時10分～
12時50分、市役所第3庁舎1階ロ
ビー
出演・曲目　斉藤彰一（テノール）、
関根操子（ピアノ）、女心の歌、冷
たい手を他
区役所地域振興課☎201-3127、
201-3209

　区内の楽し
い夏のイベン
トに参加して
みませんか。
（2面にも特集）

かわさき区ビオラコンサート

坂本九さん追悼コンサート

ランチタイムコンサート第226回

　海の日に大師地区の名所・旧跡を巡ります。各チェッ
クポイントのスタンプを7つ以上集めると抽選会に参加
できます。各ポイントでは地域に関係するクイズ、俳句
作り、お楽しみくじなどの昔の遊び、クラフト作りなど
さまざまなイベントがあります。
日にち　7月21日（祝）、小雨決行　受付時間　9時～13時
半
受付場所　川崎大師駅・川崎大師平間寺・若宮八幡宮など
27のチェックポイント
抽選会　若宮八幡宮・金山神社、9時～15時
※自転車での参加はできません。過去のスタンプ帳があ
る人は持参

　この他、大師地区の商店街では、サンバカーニバルや
模擬店などのイベントも実施します。また、オープニン
グコンサートとして、9時から川崎大師駅前で県立大師
高等学校吹奏楽部やアゼリア合奏団inシニアによる演奏
も。
区役所地域振興課☎201-3127、 201-3209

対象　❶❷ 区内在住・在学の小学4～6年生と保護者各回40人
　　　❸　 区内在住・在勤・在学の40人
※対象学年以外の子どもの同伴はできません。施設・工場内の見学は徒歩。
階段での移動もあります
参加費　1人300円（保険料）。※昼食持参

7月18日（必着）までに、往復ハガキに全員の住所（在勤・在学の人は勤
務先・学校名も）、氏名、年齢（小学生は学年も）、電話番号、参加希望日（❶
～❸から1つ）を記入し〒210-8570川崎区役所地域振興課☎201-3136、 201-
3209。［抽選］。区ホームページからも申し込みできます

日時 行程

❶ 8月1日（金） 9時半～
17時ごろ

川崎港→川崎マリエン→川崎東郵便局・横
浜税関川崎外郵出張所→東芝未来科学館

❷ 11日（月）
9時半～

18時15分ごろ

川崎港→川崎マリエン→キングスカイフ
ロント夏の科学イベント（L

ラ イ ズ

iSE他）→東京
ガス扇島工場

❸ 29日（金）
9時半～
16時半ごろ

川崎港→川崎マリエン→実験動物中央研
究所→東芝未来科学館

かわさき大師サマーフェスタ ～市制90周年記念
◉名所めぐりクイズ ウオークラリー

◉他にも楽しいイベントが盛りだくさん！

　川崎港（巡視船による見学）や工場など、川崎臨海部をバスで巡ります。

巡視船「あおぞら」に乗って巡視船「あおぞら」に乗って 川崎マリエンから臨海部を一望川崎マリエンから臨海部を一望 麻薬探知犬による税関検査麻薬探知犬による税関検査

ここととしし夏もも やってきたが

川崎臨海部の夢発見！バスツアー ～市制90周年記念

■石観音  ■川崎大師駅  ■川崎大師平間寺  ■川中島神明神社  ■庚申様  ■子育地蔵  ■汐留稲荷  
■塩浜神明神社・安産塩釜神社  ■水神社  ■池言坊（せんごんぼう）■千蔵寺  ■大師稲荷神社
■大師銀座商店街  ■田町稲荷神社  ■徳本上人（とっこんしょうにん）の碑  ■殿町小学校（海苔資料室）
■如意輪観音  ■馬頭観音  ■日ノ出厳島神社  ■藤崎願掛け地蔵  ■藤崎小学校（2つの銅像）
■弁天神社  ■明長寺  ■四谷義田稲荷神社  ■若宮八幡宮・金山神社  ■善西坊  ■瀋秀園
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ウオークラリーの
チェックポイント
全27カ所

京浜急行大師線



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。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　区役所企画課☎201－3296、　201－3209インターコムかわさきく 検 索
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各締め切り（必着）までに往復ハガキに性別（※は子どもの氏名と生年月
日）も記入し〒210-0011川崎区富士見1-1-4市体育館☎200-3255、 211-5921。［抽
選］。※市体育館は12月27日で閉館します

※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
区役所児童家庭課☎201-3214、 201-3293

健診名 日程・受付時間 定員・内容 費用

H I V
即日検査

❶
5日（火）
❷
 19日（火）

8時40分
～10時10
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15人

無料
❶7月22日
❷8月5日から電
話で☎201-3212。
［先着順］

39歳まで
の健診・
保健指導

13日（水）
29日（金）

9時～
9時15分

生活習慣病に関連し
た検査と保健指導。
両日参加できる区内
在住の18～39歳の25
人

1,650
円

7月15日から電話
で☎201-3216。
［先着順］

個 別
健康相談 8日（金） 15時～

15時半

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。区内在住の6人

無料
7月25日から電話
で☎201-3216。
［先着順］

１  歳  児
歯科健診 22日（金） 8時45分～10時

1歳3カ月未満で歯が
生えている乳児30人 無料

随時、電話で
☎201-3212。
［先着順］

地域保健福祉課 201-3291
会場はいずれも区役所5階。8月の健診･検診案内保健福祉

センター

市体育館スポーツ教室　

プラザ田島
〒210-0835川崎区追分町16-1
☎333-9120、 333-9770

▼大人と子どもの遊友くらぶ
　工作やカフェ運営などによる地
域のシニア世代と小学生の世代
間交流の場。8月4日（月）13時～17
時、と9月～27年3月の主に土曜
午前、全7回。プラザ田島で。小
学生15人。材料費・保険料など実
費。 7月17日10時から直接か
電話で。［先着順］

川崎消防署
☎223-0119、 223-2819

▼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。8月19日（火）13時半～16

時半。川崎消防署で。30人。8月
5日から直接か電話で。［先着順］

臨港消防署
☎299-0119、 229-0175

▼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。8月27日（水）9時～12時。
臨港消防署で。30人。8月12日か
ら直接か電話で。［先着順］
環境局減量推進課
☎200-2605、 200-3923

▼生ごみリサイクル相談会
　生ごみリサイクルに取り組んで
いる人で「うまくいかない」「困っ
ている」「やってみたいけど方法
が分からない」などの悩みに応え
ます。7月17日（木）
9時半～12時。田
島支所1階ロビー
で。当日直接。

◆小学生のためのおはなしまつり
　絵本の読み聞かせの他、紙芝居、
工作など。
日時　8月1日（金）13時半～15時半
（開場13時15分）
場所　プラザ大師
対象　小学生、当日先着80人
プラザ大師☎266-3550、 266-

3554
◆夏休みこども映画会
日時　7月30日、8月20日の水曜、
1回目11時～12時、2回目14時～15
時（両日とも2回開催）
場所　プラザ大師
内容　イソップ物語他
対象　小学6年生までの子どもと
保護者、各回100人
7月19日10時からプラザ大師事

務室で整理券を配布☎266-3550、
266-3554。［先着順］
◆夏休み映画会
日時　8月6日、20日の水曜、14時
～15時（開場13時半）

場所　プラザ田島
内容　てぶくろをかいに他
対象　小学3年生までの子どもと
保護者、当日先着75人
プラザ田島☎333-9120、 333-

9770
◆ 夏休み親子料理教室～食育に
ついて学ぶ　

日時　8月8日（金）、20日（水）、9時
半～12時半
場所　区役所5階
対象　区内在住の小学生と保護
者、各回20人
参加費・材料費　1人300円程度、
エプロン、布巾、三角巾持参

7月17日から全員の氏名、子
どもの年齢、電話番号を記入し電
話かファクスで区役所地域保健福
祉課☎201-3217、 201-3291。［先
着順］

子育て特集
◆ 市民自主企画事業「親子で遊
ぼう！ムーブメント体験」

　音楽を使い、運動や感覚を刺激

するムーブメント療法を親子で体
験する講座。
日時・場所　7月19日（土）13時半～15
時。教育文化会館
対象　3～6歳の発達障害のある
子どもと保護者20組
費用　保険料50円
足拭きタオル、飲み物持参で

7月15日16時までに直接、電
話、ファクスで教育文化会館☎
233-6361、 244-2347。［抽選］
◆こどもの力を育てるために
　太鼓やリズム楽器を使って、楽
しく気持ちを表現するリズム遊び。
日時　8月5日（火）10時～11時半
場所　教育文化会館
対象　おおむね4～6歳（小学生も
可）のこだわりが強いなど発達が
気になる子どもと保護者20組
7月15日から電話で区役所こ

ども支援室☎201-3312、 201-
3293。［先着順］
◆プレママ・プレパパ保育体験
　講座
　保育園で子どもたちと触れ合

い、出産や子育てについて話しま
せんか。
日時・場所　8月26日（火）、27日（水）
❶9時半～10時半…藤崎保育園、
渡田保育園、小田保育園、❷14時
半～15時半…大島保育園、新町保
育園、東小田保育園
対象　週数36週未満の妊婦とパ
ートナー各日各園2組

8月6日から電話で区役所こ
ども支援室☎201-3331、 201-
3293。［先着順］
◆ 市民自主学級　お父さんのた
めの子育て講座「かわいく」

　バーベキューで交流し、子育て
に生かせるスキルを学びます。
日時　9月13日（土）10時～14時
場所　東扇島中公園
対象　主に区内在住で子育てに関
心のある男性保護者と家族10組
費用　保険料・食材費実費
7月29日10時から直接、電話、

ファクス、区ホームページで。教
育文化会館☎233-6361、 244-
2347。［先着順］

夏休みイベント特集

かわさき老人福祉・地域交流センター　☎ 233-5592

　9・10月から行う各種教室の受講生を募集します。
対象　市内在住60歳以上　　費用　教材費など実費

7月24日～8月8日にハガキ（宛先欄に住所と氏名を記入）を持参し
直接、かわさき老人福祉・地域交流センター。［抽選］

教室名 曜日 時間 定員 回数
コーラス

火
9時半～11時半 100人

全10回

詩吟 13時半～15時半 24人
フォークダンス 水 9時半～11時半 70人
書道

木

10時～12時　 24人
太極拳 13時半～15時半 50人
民踊 9時半～11時半 30人
絵手紙 13時半～15時半 24人
フラダンス

金
14時～16時　 30人

カラオケ 13時半～15時半 40人
華道（八雲古流） 13時半～15時半 10人

教室名 日時 対象・定員・費用 締め切り

Miniキッズヒップ
ホップ

9月2日～12月16日
の火曜
（9月23日を除く）、
16時半～17時半、
全15回

6歳児
20人、7,800円
（保険料を含む）

8月7日

スクエアステップ
＆フットセラピー

9月5日～10月3日
の金曜、
13時～14時15分、
全5回

15歳以上
（中学生を除く）
25人、2,600円
（保険料を含む）

8月9日

※ わくわく親子
　体操

9月10日～11月26日
の水曜 、
13時半～14時半、
全12回

2歳児と保護者
20組6,500円

（保険料を含む）
8月14日


