
222,117人

110,421世帯

6

6 （平成27年5月1日現在）

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

「いきいきかわさき区提案事業」
地域の課題を解決します

日時

場所
出演

曲目

区役所地域振興課☎201-3127、
201-3209

かわさき区ビオラコンサート～7月定例コンサート

　商店街のお店が、プロな
らではの専門的な知識や情報
を無料で教える少人数制の講
座を開催します。新しい学び
とともに、地域住民が気兼ね
なく交流できる場を提供しま
す。開催期間は9月と28年2月、
それぞれ1カ月間の予定です。
実施団体　大師地区商店街連
合会

　区内の文化的・歴史的価値のある2施設（市立川崎高等学校及び
附属中学校、田島支所）を映像化し、歴史的な資料として後世に
残していきます。
実施団体　かわさきムーブアート応援隊

　「ポイ捨てはカッコ悪い」
という気持ちを持ってもら
えるように呼び掛けなが
ら、年6回ごみ拾いを行い
ます。また、ごみ拾いを通
じて、区民同士のコミュニ
ケーションを図ります。
実施団体　グリーンバード

得する街のゼミナール（まちゼミ）

区内市民施設の映像アーカイブ

ゴミ拾いでつながろう

　昨年度「区内市民施設の映像アー
カイブ事業」で映像化した3施設（大
師支所、旧大師支所、東海道かわ
さき宿交流館）のDVDが完成し、
区役所で貸し出しを開始していま
す。映像は区ホームページからも見ること
ができます。詳細はお問い合わせください。

あまね伶

原弥生

　区内に点在するものづくりの技術と歴史を語る近代化遺産・産業文化財
を紹介するガイドブックを改訂しました。
　今回は、実際に足を運んで見てもらうことを目的に、探検マップ3種
（川崎駅周辺・京急大師線沿線・臨海部）を盛り込み、地域の見どころや
名産品とともに近代化遺産・産業文化財の魅力を伝えます。
配布時期　6月下旬から
配布場所　区役所、支所、観光案内所など
区役所地域振興課☎201-3136、 201-3209

かわさき産業ミュージアム
ガイドブックを改訂しました

　「いきいきかわさき区提案事業」は、地域の身近な課題の解決
に向けて、地域活動団体と区役所が協力し合いながら効率的、
効果的に実施する事業です。地域活動団体から提案を受け審
査を行いました。今回決まった4つの事業を紹介します。
区役所企画課☎201-3267、 201-3209

　戦争の史実と戦後の復興の原動力
となった区民の想いを次世代に語り
継ぐために、教育文化会館で8月29
日（土）、30日（日）の2日間でダンス・歌
のステージ、パネル展示などを行い
ます。
実施団体　川崎区文化協会

かわさきの風コンサート

ごみ拾い終了後のガッツポーズ

提案者の黒江さん
（左）と担当職員

A5版 フルカラー
70ページ

提案者の星川
さん（左）と担
当職員

提案者提案提案者提案者提案者の星川の星川

まちゼミに参加して、お得な情
報を学びながら、近所に知り合
いを増やして人と人とでつなが
りましょう

当日は私もステージに出演し、
区民のさまざまな想いをダン
スで表現します。皆さん、ぜ
ひ来てくださいね

7月1日（水）12時10分～12時
50分
市役所第3庁舎1階ロビー
アマーレ（古楽アンサンブ
ル）：あまね伶（ライアー、サ
ンフォーニャ）、原弥生（ソ
プラノ）
月は高く（セファルディ民
謡）、美しいドゥーンの岸
辺（イギリス民謡）

大師支所

東海道かわさき宿交流館



6つのことばで、くやくしょからのおしらせをメールでおくります。　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　区役所企画課☎201－3296、　201－3209インターコムかわさきく 検 索

教育文化会館
〒210-0011川崎区富士見2-1-3
☎233-6361、 244-2347

▼ はつらつとした毎日を過ごす
ためのシニアのススメ

　仲間づくりをしながら、介護予
防のためのストレッチや食事など
について学びます。6月24日～12
月16日（8月を除く）の主に第2・4
水曜、10時～12時、全10回。教育
文化会館で。区内在住、在勤の20
人。 6月16日10時から直接、電
話、FAXで。［先着順］
▼ 障がい者支援ボランティア
養成講座

　障害者が社会に参加し、地域と
つながっていくためにできる活動
について考える講座です。講座修
了後は、同館で行われる障害者支
援事業のボランティアとして参加
できます。6月28日～7月26日、9
月13日のいずれも日曜、主に10時
～12時、全6回。20人。教育文化
会館で。 6月23日17時までに電
話かFAXで。［抽選］
▼ フリースペース・リフォーム
工房

　手作りの良さや物を大切にする
心を育てるために、リフォームや
リメークを体験しませんか。28年
3月（8月は除く）までの第2・4金
曜、10時～15時、全13回。教育文

化会館で。30人。当日直接。入退
室自由。詳細はお問い合わせくだ
さい。
▼ 理想の女性について考える
講座の企画委員募集

　11月～ 28年1月に開催予定の
「理想の女性像」について考える講
座の企画委員を募集します。7月
～10月（8月は除く）の月1回、全
3回。教育文化会館で。5人程度。
6月17日10時から直接、電話、

FAX、区ホームページで。［先着順］
プラザ田島

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

▼ シニアの社会参加支援事業
「防ごう！生活習慣病」
　生活習慣病にならないための
口
こう

腔
くう

ケアやエクササイズ、食事な
どについて学ぶ講座です。7月11
日～8月8日の主に土曜、10時～
12時、全5回。プラザ田島他で。
保険料など実費。50歳以上20人。
6月18日10時から直接、電話、

FAXで。［先着順］
市消防防災指導公社
〒210-0846川崎区小田7-3-1

366-2475、 366-0033

▼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。6月30日（火）9時～12時。
臨港消防署で。30人。 6月16日
から直接か電話で。［先着順］

○プレママ・プレパパタイム
　保育園で子どもたちと触れ合いながら、出産や子育ての不安や悩
みなどについて話しましょう。
日時　月～金曜（祝日、年末年始を除く）
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
定員　各日各園2組
希望日の2週間前から直接、電話、FAX（住所、氏名、電話番号、

希望日、保育園名を記入）で区役所こども支援室☎201-3331、 201-
3293。［先着順］

○パパも一緒にジョイフルサタデー
　保育士と音楽に合わせて体を動かしたり、おもちゃ
を作ったりします。子どもと一緒に楽しみましょう。
日時　7月11日（土）9時半～12時
場所　小田保育園
対象　就学前の子どもと保護者（女性保護者も可）
小田保育園☎ 333-6966

○離乳食講座「かみかみ・ぱくぱく」
　素材を生かす、そしゃくを促す、子どもが意欲的に食べるこつを
学びます。
日時　7月14日（火）11時半～12時半
場所　大島保育園
対象・定員　9～18カ月の子どもと保護者7組
6月15日から直接、電話、FAX（住所、氏名、

電話番号を記入）で区役所こども支援室☎201-
3331、 201-3293。［先着順］

○父親の子育て体験講座
　子どもと一緒に水遊びをしながら、おもちゃ作りなどをします。
日時　8月1日（土）9時～11時
場所　藤崎保育園
対象・定員　1～2歳の子どもと保護者
（女性保護者も可）20組

7月6日から直接、電話、FAX（住所、
氏名、電話番号を記入）で区役所こども
支援室☎201-3331、 201-3293。［先着順］

大師支所　6月11日（木）、12日（金）　　田島支所　6月18日（木）、19日（金）
いずれも13時半～15時半。荒天中止。駐車場で回収します
回収対象　夏物・冬物・衣料の種類は問いません。シャツ・ズボン・背
広・シーツなど
※汚れ、破れているものは不可。回収した古着は
主に東南アジア諸国で再利用されます
南部生活環境事業所☎266-5747、 287-1840

　氷上のカーリングを体育館な
どで手軽にできるように考えら
れたスポーツ「カローリング」。
区では、子どもから高齢者まで
気軽にできるカローリングを通
じた健康づくりや世代間交流を
推進しています。皆さんも体験
してみませんか。
○カローリング体験教室
日時　7月4日（土）19時～21時
場所　川中島中学校武道場
費用　大人200円、子ども100円
主催　川中島総合型スポーツクラブ
※当日直接、室内履き持参
○カローリング用品を貸し出します（4セットまで）
対象　区内の町内会、子ども会、学校などの団体
※申し込み方法など詳細はお問い合わせください

区役所地域振興課☎201-3231、 201-3209

健診名 日程・受付時間 内容など 費用

H I V
即日検査

①７日（火）
②21日（火）

8時45分
～10時5
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12人

無料
①6月23日
②7月7日から電
話で☎201-3212。
［先着順］

39歳まで
の健診・
保健指導

①8日（水）
②24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。両日参加
できる区内在住の
18～39歳の25人

1,650
円

①②いずれも6
月15日から電話
で☎201-3216。
［先着順］

１ 歳  児
歯科健診 17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

健康相談
月～金
（祝日は除
く）

9時～
12時
13時～
16時半

専門職による健康・
禁煙などに関する
相談。区内在住の
人（家族も可）

無料 随時、電話で
☎201-3216

地域保健福祉課 201-3291
会場はいずれも区役所5階7月の健診案内保健福祉

センター

※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

5

子育てを応援します

支所で古着を回収します

カローリングで健康づくり

タレント守永真彩さんも昨年
カローリング大会に参加しました


