
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

219,966人

108,728世帯

災害災害へのへの備え備え 　大きな災害は今日やってくるかもし
れません。一人一人ができることから
災害への備えを進めましょう。

　川崎区では、過去の最大級の津波（慶長型）を想定した浸水
の深さと、海抜を表示した「海抜・津波浸水深表示板」を区内
の町内会掲示板や主な公共施設（交番・保育園など）おおよそ
1,100カ所に設置しています。お住まいの地域や活動の場で確
認して、もしものときに備え、避難場所や避難経路などを検
討しておくことが大切です。
区役所危機管理担当☎201-3327、 201-3209

●飲料水（1人1日3㍑）
● 保存食品（お米、パック
のご飯、カップラーメン、
缶詰など）
※飲料水以外に消火用水や生活用水も
必要です。風呂の水をため置くなど各
家庭で水の確保に努めましょう

　日ごろから家具
類の転倒防止対策
をするなど、安全
な部屋作りを進め
ましょう。家具の
上に重いものを置
かないようにする
ことも大切です。

　登録すると、メールにより防災気象
情報を配信します。
登録用メールアドレス登録用メールアドレス…空メール（件名お
よび本文不要）を下記に送信してください

　氷上のスポーツ「カーリング」を体育館などでできるように考えた「カ
ローリング」の体験会です。初心者歓迎。
日時　10月13日（祝）10時～12時、13時～15時　  場所　市体育館（当日直接）
区役所地域振興課☎201-3231、 201-3209

※当日は、市体育館を無料開放

　子どもの部（1チーム12人、小学1～3年生4人以上、小学4～6年生8
人以下）、女子の部（1チーム8人）、大人の部（1チーム12人、そのうち
女性2人以上）に分かれて試合を行います。
日時　11月2日（日）10時～15時　　場所　市体育館

9月30日までに電話か、希望の部・代表者の住所・氏名・電話番号を
記入しFAXで区役所地域振興課☎201-3231、 201-3209

　27年3月14日（土）にサンピアンかわさき（労働会館）ホールで開催する
ジャズフェスティバルの出演者（5組程度）を募集します。
　　　　　❶ 区内在住・在学・在勤または区内で音楽

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）

　　　　　❷演奏内容がジャズであること
　　　　　❸ 原則、1～2回の事前打ち合わせ（平日

夜間を予定）に参加すること
　　　　　❹ 政治的・宗教的および公序良俗に反する内容を含まないこと

9月30日（必着）までに、住所（在学・在勤の場合は、学校や勤め先の
住所も）、氏名、電話番号、メールアドレス（グループの場合は全員分）
を記入したもの（様式自由）と、出演者の概要（活動実績、CDなど）を同
封し直接か郵送で〒210-8570川崎区役所地域振興課☎201-3127、 201-
3209。［抽選］
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カローリング無料体験

パワフルかわさき区民綱引き大会参加チーム募集

　9月1日から、大師河原2丁目2番の一部（産業道路駅前地区、地区計
画B地区）が東門前小学校から大師小学校の通学区域になります（中学校
は大師中学校のままで変更ありません）。
※通学区域の詳細は市ホームページに掲載しています

海抜・津波浸水深表示板について

各家庭で各家庭で33日分以上日分以上（（77日分が理想）の日分が理想）の

食料食料やや飲料水飲料水をを確保確保
しておきましょうしておきましょう

地震地震にに強い強い
住まいづくり住まいづくり

災害時災害時のの情報取得情報取得

通学区域通学区域がが一部変更一部変更になりますになります

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出演者募集出演者募集
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メールニュースかわさき

パソコン用：
mailnews@k-mail.city.kawasaki.jp
携帯電話：
mailnews-m@k-mail.city.kawasaki.jp

なくそ
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　区内の各駅周辺には、多くの自転車が集中しています。買い物などの
わずかな時間であっても、駐輪場を利用するように心がけ、住みやすく
安全なまちにしていきましょう。市役所通り沿いの時間利用できる第6
施設を増設し、計487台駐輪できるようになりました。※2時間まで無料、
2～3時間150円、以後1時間ごとに50円、24時間上限500円

放置自転車

教育委員会企画課☎200-3268、 200-3950

応募条件

区役所道路公園センター管理課☎244-3206、 246-4909



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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クララ・ベルリンガーズ

※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
7日（火）
❷
 21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
❶9月24日
❷10月7日から電
話で☎201-3212。
［先着順］

39歳まで
の健診・
保健指導

 8 日（水）
24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

9月16日から電話
で☎201-3216。
［先着順］

個 別
健康相談 10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
9月30日から電話
で☎201-3216。
［先着順］

１  歳  児
歯科健診 24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 無料 随時、電話で

☎201-3212。

地域保健福祉課 201-3291
会場はいずれも区役所5階。10月の健診･検診案内保健福祉

センター

区役所地域振興課
☎201-3132、 201-3209

▼特設行政相談
　行政相談委員が雇用保険や登記
など国の業務の相談を受けます。
10月8日（水）…イトーヨーカドー川
崎店で（小田栄2-2-1）、9日（木）…
イトーヨーカドー川崎港町店で
（港町12-1）。いずれも13時～16時。
※区役所では第1金曜13時～16時
に相談を受け付けます。
区役所地域保健福祉課

☎各担当へ、 201-3291

▼歯周病予防相談
　口の中の観察とケア実習、歯科
相談。10月3日（金）9時～11時半。区
役所5階で。区内在住の15人。
9月16日から電話で☎201-3212。
［先着順］
▼虫歯のない子に育てよう
　虫歯予防の話、フッ化物の体験、
歯磨き実習などを行います。❶10
月9日（木）、地域子育て支援センタ
ーむかいで❷10月30日（木）、地域
子育て支援センターあすなろで。
いずれも10時～11時半。乳幼児と
保護者❶25組❷20組。 ❶9月
16日から電話で同センターむかい
☎244-7730。❷10月1日から電話
で同センターあすなろ☎221-7037。
［先着順］
▼リラクゼーション体験講座
　体の力を抜き、心もリラックス
させてストレスをコントロールす
る方法を学びます。10月14日（火）
14時～16時。大師支所で。区内
在住の20人。動きやすい服装で、
バスタオル、飲み物持参。
9月17日から電話かFAXで☎201-
3216。［先着順］
▼食生活講座
　糖尿病を予防する食事の話と調
理実習。10月22日（水）9時半～12時
半。区役所5階栄養室で。区内在
住の15人。材料費500円程度。エ
プロン、三角巾、布巾持参。
9月16日から電話かFAXで☎201-
3217。［先着順］

　膝痛・腰痛予防のための筋肉の
使い方について学べる講座と、介
護予防に役立つ体操を行います。
10月29日（水）14時～16時。区役所
7階で。区内在住の40人。動きや
すい服装で、飲み物持参。
9月16日から電話かFAXで☎201-
3216。［先着順］
区役所こども支援室

☎各担当へ、 201-3293

▼保健講座
　❶10月15日（水）「子どものケガの
対応」…小田こども文化センター
で❷11月19日（水）「冬に多い子ども
の病気」…地域子育て支援センタ
ーむかいで❸12月10日（水）「家の中
の危険な場所」…東小田保育園で。
いずれも10時半～11時半。就学前
の子どもと保護者❶❸10組、 ❷20
組。 9月18日から直接、電話、
FAXで☎201-3331。［先着順］
▼父親の子育て体験講座
　子どもと一緒にゲーム遊びやお
やつ作りを行います。10月25日（土）
10時半～11時半。大島保育園で。0
～2歳の子どもと保護者（女性も
可）10組。 9月16日から直接、電
話、FAXで☎201-3331。［先着順］
▼プレママ・プレパパ講座
　これからママ、パパになる人へ
の応援講座。10月25日（土）11時～12
時。大島保育園で。週数36週未満
の妊婦とパートナー10組。 9
月16日から直接、電話、FAXで☎
201-3331。［先着順］
▼保育教材を貸し出します
　イベントなどで使える保育教材
を区内の保育所や子育て支援活動
をしている団体へ貸し出します。
大型絵本、紙芝居、エプロンシア
ター、パネルシアターなど。教材
リストや貸し出しの方法などの詳
細は、問い合わせるか区ホーム
ページをご覧ください。 ☎201-
3330。
区役所大師地区健康福祉ステーション

☎271-0157、 271-0128

▼だいし健康福祉まつり
　大師地区で活動する団体などで

●10月定例コンサート
日時　10月1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　クララ・ベルリンガーズ（ハンドベル）
●オータムコンサート
日時　9月27日（土）❶14時～14時半
❷15時～15時半
場所　アトレ川崎1階ツバキ広場　　
出演　D

デュオ

uo D
ドゥ

eux F
フルール

leurs（下写真）

　対象年齢は1歳の誕生日前日ま
でです。接種時期は生後5～8カ
月に達するまで
の間が最適です。
3カ月健診と併せ
て日程を案内し
ています。未接
種にならないよ
う、気を付けて
ください。

　厚生労働省では9月24日～30日
を「結核予防週間」と定めていま
す。区は、結核罹

り

患
かん

率が全国平均
の2倍、市全体の中で3割が区内
から発生しており、結核患者が多
い地域です。結核の症状は風邪と
似ています。せきや微熱が続くな
ど、気になる症状があったら、早
めに医療機関を受診し、胸部レン
トゲン検査を受けましょう。

日時　9月17日（水）12時10分～12時40分　場所　市役所第3庁舎1階ロビー
出演　関野天音（ビオラ）、多田野菜摘（クラリネット）、木村友美（ピアノ）
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☎520-0020、 520-0103

区役所地域振興課☎201-3127、 201-3209

開催します。コーラス、落語、パ
ンや手作り作品の販売などを行い
ます。9月27日（土）10時半～15時。
大師分室（旧大師ブランチ）で。

教育文化会館
☎233-6361、 244-2347

▼ 親子で遊ぼう！ムーブメン
ト体験（追加募集）

　音楽を使い、運動や感覚を刺激
するムーブメント療法を子どもと
一緒に体験する講座。10月18日（土）
13時半～15時。教育文化会館で。
発達障害のある小学生と保護者10
組。保険料50円。足拭きタオル、
飲み物持参。 9月18日から直接、
電話、FAXで。［先着順］

プラザ田島
☎333-9120、 333-9770

▼市民自主企画事業「田島寄席」
　桂歌助が出演します。9月20日
（土）14時～15時（開場13時半）。プラ
ザ田島で。当日先着80人。
▼ シニアの社会参加支援事業
「これからの介護」
　福祉用具体験や施設訪問をし、

仲間作りをしながら、介護につい
て学びます。10月10日～11月7日
の金曜、10時～12時、全5回。プ
ラザ田島他で。50歳以上の20人。
9月18日10時から直接、電話、

FAXで。［先着順］
▼ 市民自主企画事業「ジュニア
講座  渡田の歴史を知ろう」

　歴史の話を聞き、史跡を巡りま
す。10月11日（土）14時～16時。渡田
こども文化センター他で。区内在
住の小学3～6年生20人（保護者同
伴可）。保険料100円。 9月17日
10時から直接か電話で。［先着順］

プラザ大師
☎266-3550、 266-3354

▼ 市民自主企画「大師を知ろう～第
2弾地名から知る地域の歴史～」

　地名の由来から歴史を学び、フ
ィールドワークを行います。10月
5日（日）13～15時、19日（日）13時～16
時、全2回。プラザ大師で。中学
生以上の30人。保険料実費。 9
月17日10時から直接か電話で。［先
着順］

かわさき区ビオラコンサート

ランチタイムコンサート第227回
▼ 膝痛・腰痛予防講座と
　ほほえみ元気体操

区役所地域保健福祉課☎201-3204、 201-3291

BCG定期予防接種結核予防週間
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