
住民票や印鑑証明などは、川崎行政サービスコーナー☎244-1371へ。平日7時半～19時、土日曜（祝日除く）9時～17時

219,932人

108,682世帯

　難治がんや、最先端の介護・医療ロボットなどの研究開発を行う、未来
の医療をつくる拠点「キング スカイフロント」が区内にあるのを知っていま
すか。「殿町」という地名と、多摩川を挟んで羽田空港の対岸に位置すること
などからこの名前が付きました。区には、優れたものづくり技術を持つ企
業が集積しており、今後、キング スカイフロントでの研究開発と結び付く
ことで、世界に先駆けた新しい医療の創出が期待されます。詳しい情報は、
キング スカイフロント公式ホームページ（ http://www.king-skyfront.jp/）
の他、区役所や図書館で配布中のニュースレターをご覧ください。

総合企画局臨海部国際戦略室☎200-3634、 200-3540

最先端医療革命を

　区では、企業の地域社会への貢献活動の機運を高めるとともに、企業
と市民の交流の場づくりを目的に、川崎区企業市民交流事業を実施して
います。今回は、区の地域力について、「川崎区の次世代にどうつないで
いくか」をテーマに地域社会への貢献活動について考えます。
日時　2月25日（水）15時～17時半（開場14時半）
場所　区役所7階会議室　　
定員　当日先着80人

　地域の課題を洗い出し、その解決に向けた調査・審議を行う区民
会議。昨年4月には、第5期の活動がスタートしました。1年間の活
動報告を行います。
日時　2月28日（土）14時～16時（開場13時半）
場所　市役所第4庁舎2階　　定員　当日先着100人

区役所企画課☎201-3296、 201-3209

地域と連携を図りながら取り組んでいる活動
事例の発表とパネルディスカッション

【事例紹介】❶朝山あつこ（キーパーソン21代表）
❷宮越隆夫（臨港中学校区地域教育会議事務局長）
❸櫻井恵（京町中学校校長）
【パネルディスカッション】テーマ「次世代につなぐ、
かわさき区の地域力～次世代を担う若者と企業のつなぎ方」

企業と市民団体による地域貢献活動などに関する内容の展示・発表
（写真）

　区内には歴史・文化財や工場夜景など魅力
あふれる場所が数多くあります。これらの場
所をウオーキングと船で巡るツアーを開催し
ます。区の魅力を再発見しに出掛けませんか。
日程　3月6日（金）※小雨決行
定員・費用　区内在住の40人。100円（保険料）

2月20日（必着）までに往復ハガキに全員
（1組4人まで）の住所、氏名、年齢、電話番
号を記入し〒210-8570川崎区役所企画課☎201-
3267、 201-3209。［抽選］

※雨天時は第2部のみ実施し、第1部は3月13日（金）に延期。荒天時はい
ずれも3月13日に延期

14時～14時半 区民会議からの報告

14時40分～15時 環境ポスターコンクール表彰式

15時10分～15時50分 落語　出演：柳家一琴（写真）

キング スカイ
フロントから！

企業市民交流事業フォーラムを開催

区民会議フォーラムを開催します

1部

2部

区役所地域振興課
☎201-3127、 201-3209

　企業と市民が協働してまちづ
くりを推進する川崎区企業市民

交流事業

について、企画提案や課題検討
などを行います。

募集人数・任期 　3人程度、4月
1日～29年3月31日

資　格 　 区内在住・在勤・在学で18歳以
上の人（市の付属機関の

公募委員、市職員を除く）

選考方法 　書類審査

3月4日（消印有効）までに、住所
、氏名（ふりがな）、性別、生年

月日、

電話番号、職業、地域での活動
歴、応募理由を記入し、小論文

「企業と

地域団体・市民団体の協働に期
待すること」（800字以内）を添え

て直接か

郵送で〒210-8570川崎区役所地域振興課
☎201-3127、 201-3209。［選考］。

※いずれも書式自由

企業市民交流事業推進委員を募
集

ランチタイムコンサート第232回 ビオラコンサート
日時・場所　2月18日（水）12時10分
～12時40分、市役所第3庁舎1階
ロビー
出演　辻喜久栄（ピアノ）、藤原歌
劇団ボーカルアンサンブル＝笹岡
慎一郎（テノール）、大西貴浩（テ
ノール）、和下田大典（バリトン）、
大塚雄太（バリトン）
曲目　「瑠璃色の地球」「故郷」
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

日時・場所　3月4日（水）12時10分～
12時50分、市役所第3庁舎1階ロ
ビー
出演　L

ラ

a C
カノール

anor（ソプラノアンサ
ンブル）
曲目　「からたちの花」「花の街」他
区役所地域振興課☎201-3127、
201-3209

ウオーキング＆川崎港夜景見学ツアー
う うき き 市制90周年記念事業

船から見る工場夜景

若宮八幡宮

第1部うきうきウオーキング
14:00　稲毛公園集合
～東海道かわさき宿交流館など
16:30　川崎大師平間寺

第2部川崎港夜景見学（バスで移動）
17:00　川崎マリエン見学
18:00　遊覧船で川崎港見学
20:00　区役所解散

行
程
表

地域の課題を地域の力で解決

羽田
空港 多摩川

殿町国際戦略拠点殿町国際戦略拠点
「キング スカイフロント」「キング スカイフロント」

地域の力で
　区では、区内の事業所や区民の皆さんの参加と協
働により、まちづくりを推進しています。今回は、企
業市民交流事業と区民会議でフォーラムを開催しま
すので、お知らせします。

かわさきくの

を



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

※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
3日（火）
❷
 17日（火）

8時45分
～10時15
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
❶2月17日
❷3月3日から電
話で☎201-3212。
［先着順］

39歳まで
の健診・
保健指導

検査日
11日（水）
指導日
27日（金）

9時～
9時15分

生活習慣病予防に関
連した検査と保健指
導・運動体験。両日
参加できる区内在住
の18～39歳の25人

1,650
円

2月16日から電話
で☎201-3216。
［先着順］

個 別
健康相談 13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
2月27日から電話
で☎201-3216。
［先着順］

１ 歳  児
歯科健診 20日（金） 8時45分～10時

1歳3カ月未満で歯が
生えている乳幼児 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3月の健診･検診案内保健福祉

センター

教育文化会館
☎233-6361、 244-2347

▼ 家庭教育支援講座Ⅱ「親子
で楽しむあそびとおはなし」

　遊びながらのスキンシップや影
絵の話など。子どもと一緒に楽し
いひとときを過ごしませんか。3月
10日（火）10時～11時半。プラザ大師
で。就学前の子どもと保護者20組。
2月18日10時から電話、FAX（参

加者全員の名前と子どもの年齢も
記入）、区ホームページで。［先着順］

プラザ田島
☎333-9120、 333-9770

▼ 市民エンパワーメント研修「大
切な人を災害から守るために」

　大切な人やペットの命を守るた
めの防災知識を学び、いざという
ときに近所が助け合う災害に強い
まちづくりを考えてみませんか。
2月28日～3月28日の主に土曜、10
時～12時、全5回。プラザ田島他で。

20人。保険料など実費。 2月15
日10時から直接、電話、FAX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。3月10日（火）13時半～16
時半。川崎消防署で。30人。 2
月24日から直接か電話で。［先着順］
かわさき老人福祉・地域交流センター

☎221-5030、 221-5031

▼27年度前期料理教室
　「旬の食材を使ったお料理で暮
らしと健康に彩りを」をテーマに、
自宅で簡単にできる料理を作りま
す。4月～8月の最終月曜、10時
半～13時半、全5回。かわさき老
人福祉・地域交流センターで。全
回参加できる12人。参加費2,500円
（全5回分）。 2月16日10時から23
日15時までに結果通知用のハガキ
（宛先欄に住所と氏名を記入）を持
参し、直接。［抽選］

　市の国民健康保険事業の運営について審議する運営協議会委員を募
集します。
募集人数　1人　　
任　　期　6月1日～29年5月31日
資　　格　 区内在住1年以上で6月1日現在20歳以上の国民健康保険の

被保険者（昭和17年5月31日以前に生まれた人、退職者を含
む市職員と市付属機関などの委員を除く）

選考方法　書類審査と面接
2月27日（消印有効）までに、住所、氏名、性別、生年月日、電話番号、

職業、主な職歴、ボランティアなど地域での活動経験、応募理由を簡
潔に記入し、小論文「私の健康と国民健康保険について」（800字程度）を
添えて直接か郵送で〒210-8570川崎区役所保険年金課☎201-3151、 201-
3290。［選考］。※いずれも書式自由

日　時　2月21日（土）❶10時～12時、❷13時～15時
場　所　市立川崎高等学校付属中学校3階情報処理室
内　容　❶基本編「名刺を作ってみよう」❷応用編「チラシを作ってみよう」
参加費　200円（資料代）※当日受付で集金
定　員　 区内で活動する市民活動団体の人か、これから活動しようと

している30人（Windowsの基本操作とキーボードでの文字入力
ができ、ワードを使ったことがある人）

※❶❷いずれかの参加も可。両方参加する場合は昼食持参
2月16日9時から電話かFAXで区役所地域振興課☎201-3136、

201-3209。［先着順］

国民健康保険運営協議会委員を募集

市民活動団体向けパソコンスキルアップ講座
基礎から学ぶワード活用術

　川崎宿や川崎大師の歴史・文化を知り、まちを訪れる人に伝えるボラ
ンティアガイドを養成する講座です。ガイドに限らず、まちの歴史・文
化を知りたい人も受講できます。
日時　 ❶3月4日～25日の水曜、18時半～20時半と❷3月15日、22日の

日曜、13時半～15時半の全6回
内容　❶講義❷現地実習
場所　❶東海道かわさき宿交流館❷川崎宿、大師道
定員　全回参加できる20人
2月23日（必着）までに、住所、氏名、年齢、電話番号を記入しハガキ

かFAXで。［抽選］。※東海道かわさき宿交流館ホームページ（お問い合わ
せのメールフォーム）からも申し込めます。 http://kawasakishuku.jp/

　渡田まちづくりクラブが活動発表と地域交流イベントを開催します。
日時　2月22日（日）13時～16時
場所　渡田いこいの家
内容　 渡田まちづくりクラブの

活動発表、交通安全講座、
防災講座、ステージパ
フォーマンス（バンド演
奏、手品、落語）

区役所地域振興課☎201-3136、 201-3209

日時　 ❶平日開庁時間中：2月2日（月）から。8時半～17時（12時～13時を
除く）

　　　 ❷平日時間外：2月2日（月）～13日（金）、17時～19時半（受け付け19
時まで）。※上記期間以降、平日開庁時間中に来庁できない人は
電話でお問い合わせください（2月中実施）

　　　 ❸土曜：2月7日、14日、21日、9時～12時（受け付け11時半まで）
場所　❶❷区役所3階、大師・田島地区健康福祉ステーション
　　　 ❸区役所3階※大師・田島地区健康福祉ステーションに申し込んだ

人も区役所で
対象　27年度4月入所申し込みで入所保留となった人
内容　 保育所などの入所や認可外保育施設（川崎認定保育園など）の相

談・案内。相談時間は約30分※状況により、お待ちいただく場合
があります
2月2日から❶は申し込み不要。❷❸は事前予約制。予約がない人

の相談は、受けられません。❷は当日12時まで❸は前日17時までに電
話で区役所児童家庭課☎201-3339、 201-3293。大師地区健康福祉ス
テーション☎271-0169、 271-0128。田島地区健康福祉ステーション
☎322-6703、 322-1994

27年度保育所入所保留の人の入所相談

東海道かわさき宿交流館
〒210-0001川崎区本町1-8-4　☎280-7321、 280-7314

かわさき歴史ガイド養成講座

浮世絵展
明治を飾った最後の浮世絵師「芳年の月百姿」（前期）

開催日時　2月8日～28日、9時～17時。※月曜は休館

わたりだまちづくりフェスティバル

バ
ン
ド
演
奏
オ
リ
ゼ


