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住民票や印鑑証明などは、川崎行政サービスコーナー（川崎地下街アゼリア西広場）へ。平日7時半～19時、土・日曜（祝日除く）9時～17時☎244-1371

　このたび、川崎区長に着任した土方愼也
です。
　川崎区は、東海道かわさき宿交流館な
どの歴史・文化資源、産業技術の発展を物
語る近代化遺産や産業文化財などが数多く
あります。こうした地域資源を活

い

かすとと
もに、今年度より新設した「地域みまもり支
援センター」を中心に、職員が地域に足を
運び区民の方々や各関係機関と連携しながら、きめ細かい地域
支援を行い、「誰もが住んでよかったと思える安全・安心なまちづく
り」を進めます。よろしくお願いします。

　４月１日からの区役所主要ポストの職員
を紹介します。互いに力を合わせ、よりよい
区政を実現します。

　第５期区民会議では、２年間の調査・審議の結果をまとめた報告書を区長に
提出し、課題解決に向けた提案を行いました。主な内容を紹介します。

区長就任のごあいさつ

顔の見える関係づくりを目指します！

地域の課題を解決したい

区民会議からの提案
最終報告書がまとまりました

　新たな委員による第６期区民会議が
４月から２年間の任期で始まりました。
　公募を含めた20人の委員（右表参
照、敬称略、50音順）が、さまざま
な分野で、暮らしやすい地域社会を
目指し、地域課題を解決できるよう
審議を重ねていきます。

地域住民による
手作り防災マップの
普及・啓発

災害時には『自分の身は自分で守る』
という自助が大切

▼
区民の自助力の向上を図るため住民
自ら防災マップを作れるように、マッ
プの作成方法等をまとめた『地域防
災マップづくりのすすめ』を作成

▼
この冊子を活用し、手作り防災マッ
プの普及・啓発を進める

『わたしの防災手帳』を
活用した家族防災会議
の普及・啓発

各家庭の防災意識の向上を図るため
には、各家庭で防災について話し合
う「家族防災会議」を定期的に開催す
ることが効果的

▼
会議で話し合ったことを書き込める
『わたしの防災手帳』を作成

▼
手帳を活用し、「家族防災会議」の普
及・啓発を図る

地域住民による
見守り活動の推進

区民会議では、見守り活動を行っ
ている区内の団体を対象としたアン
ケートおよびヒアリング調査を実施

▼
調査結果を踏まえ、特徴的な見守り
活動を紹介するパンフレットを作成

▼
パンフレット=写真=を活用し、見守り
活動の啓発・広報を行う
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そして、第６期がスタート
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川崎区長
土方 愼也

大島地区で防災まち歩きを実施

矢ノ下　
道路公園
センター所長

岩佐　
田島支所長

古村　
区民サービス部長 山口　副区長 土方　区長

雨宮　
保健福祉
センター所長

佐藤　
保健福祉センター
副所長

松村
大師支所長

明
あけだ
田　担当部長

（地域みまもり支援
センター担当）

氏名 所属団体・活動分野など 氏名 所属団体・活動分野など
新井　一成 公募 戸村　正房 かわさきタウンマネージメント機関
新井　トキ子 区安全・安心まちづくり推進協議会 中村　紀美子 区文化協会
岩瀬　絹代 公募 能條　重信 公募
浦野　一吉 区連合町内会 埜瀬　晴美 公募
江守　千惠子 かわさき歴史ガイド協会 原　千代子 多文化共生に関する分野
木村　一三 区まちづくりクラブ 朴　昌浩 公募
須山　令子 区社会福祉協議会 峯尾　照 区民生委員児童委員協議会
髙橋　順子 海風の森をＭＡＺＵつくる会 森脇　卓郎 高齢者対策に関する分野
知念   ジョアンナ 外国人市民に関する分野 𠮷澤　義子 区保護司会
塚原　晴美 区ＰＴＡ協議会 調整中 川崎商工会議所

　第５期区民会議（26年４月１日～28
年３月31日）では、「地域を育むまちづ
くり部会」と「だれもがいきいき暮らす
部会」を設置し、地域の課題解決のた
めの審議を重ね、提案として最終報
告書=写真=をまとめました。
　区では、この提案に
基づき、区民、地域団
体などと協働で課題解
決に向けて取り組んで
いきます。
　最終報告書（概要版）は、区役所、
支所、教育文化会館、プラザ大師、
プラザ田島などで配布する他、区ホー
ムページでもご覧いただけます。
区役所企画課☎201-3296、

201-3209
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7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

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

＊川崎授産学園
☎201-3231、 201-3209

区役所地域振興課

カローリング体験教室
　子どもから高齢者まで気軽にでき
るスポーツ「カローリング」を体験して
みませんか。5月28日㈯10時～12
時。藤崎小学校体育館で。参加費大
人200円、子ども100円。動きやす
い服装で室内履きを持参。当日直接。
主催は川中島総合型スポーツクラブ。
カローリング用品貸し出します

（４セットまで）
　区内の町内会、子ども会、学校な
どの団体を対象に、貸し出しを行って
います。申し込み方法などの詳細は
お問い合わせください。

＊川崎授産学園
☎201-3212、 201-3293

区役所地域支援担当

離乳食教室
　赤ちゃんの頃から素材を生かしたう
す味の食事を心掛けましょう。❶講話

「この先離乳食はどう進めるの？」…6
月14日㈫。7～10カ月頃の子どもの
保護者40人。❷講話「これから離乳
食をはじめよう！」…6月21日㈫。4～
6カ月頃の子どもの保護者各回40人。
❶❷いずれも10時～11時半。区役
所5階講堂で。母子健康手帳を持参。
当日直接。
男性料理教室

　食事についての講話と初心者向けの
料理を作ります。6月17日㈮、29日㈬、

7月8日㈮、9時半～13時。全3回。区
役所5階で。全回参加できる、おおむ
ね60歳以上の男性15人。材料費実費。
エプロン、三角巾、布巾を持参。 5
月19日から電話かFAXで。［先着順］

＊川崎授産学園
〒210-0011川崎区富士見2-1-3

☎233-6361、 244-2347

教育文化会館

初めてのフラダンス
　「月の夜は」「ヘ・レイ・カウラナ」の踊り
方を学びます。5月27日～6月24日の
金曜、13時半～15時半。全5回。教
育文化会館で。初めて受講する40人。
2,000円（他に材料費500円）。 5月
17日（必着）までに必要事項を記入し、
ハガキで。［抽選］
地域の中で発達障がいの子に寄り
添う子育て

　発達障害の子どもが思春期で抱え
る課題を中心に学習します。6月16
日～11月24日の木曜（日程の詳細 
は問い合わせください）、10時～12
時。全10回。教育文化会館で。発
達障害または疑いのある小学生の子
どもの保護者30人。保育あり（先着
5人、要予約）。 5月19日10時か
ら電話、FAX、区ホームページで。［先
着順］
救急・防災の知識を学ぼう

　AEDの取り扱い方法と、いざという
時のための救急の知識を学びます。6
月3日～7月1日の金曜（6月24日は除
く）、9時～13時。全4回。教育文化
会館他で。30人。 5月17日10時か 
ら直接、電話、FAX、区ホームページで。

［先着順］

　区内で活動しているさまざまな特技
や趣味を持つ人たちを結びつけるため
の場づくりを企画します。6月8日～2
月22日の水曜、10時～12時。教育
文化会館で。5人。 5月17日10時
から直接、電話、FAXで。［先着順］

＊川崎授産学園
〒210-0802川崎区大師駅前1-1-5

☎266-3550、 266-3554

プラザ大師

こそだてひろば “だいし”
　就学前の子どもと保護者が情報交
換を行うための自由な遊びの場です。
5月～29年3月（12月は除く）の第4水
曜、10時～12時。 プラザ大師で。
当日直接。
七夕コンサート

　チェロ奏者の山本裕康さんによるコ
ンサートです。詳細はお問い合わせく
ださい。7月2日㈯19時～20時(開場
18時半)。プラザ大師で。中学生以
上の100人。 5月31日（必着）まで
に必要事項の他年齢を記入し、往復
ハガキで。［抽選］

＊川崎授産学園
☎333-9120、 333-9770

プラザ田島

すくすくルームたじま
　仲間づくりを目的に、保育士と一緒
に親子体操や簡単な工作を行います。
6月～29年3月の主に第3火曜、10時

～12時。全10回。プラザ田島で。3
歳までの子どもと保護者30組。保険
料など実費。 5月17日10時から直
接か電話で。［先着順］

＊川崎授産学園
☎280-7321、 280-7314

東海道かわさき宿交流館

交流館お昼の落語
～前座・二つ目激励

　初
はつ

音
ね や

家左
さきょう

橋他が出演します。5月
25日㈬14時～16時。東海道かわさ
き宿交流館４階で。80人。当日直接。
詳細はお問い合わせください。

＊川崎授産学園
〒210-0846川崎区小田7-3-1

☎366-2475、 366-0033

市消防防災指導公社

普通救命講習会
　心肺蘇生法、AEDの取り扱い方法
などの講義と実習を行います。6月4
日㈯9時～12時。川崎消防署で。30
人。 5月18日から直接か電話で。（受
付時間9時～16時半）［先着順］

健診名 日程・受付時間 内容など 費用

HIV
即日検査

❶7日㈫
❷21日㈫

8時45分～
9時50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10人

無料

❶5月17日❷6月7
日から電話で
区役所衛生課
☎201-3204

［先着順］

1歳児
歯科健診 24日㈮ 8時45分

～10時
1歳３カ月未満で歯
が生えている区内
在住の乳幼児

無料
随時、電話で
区役所地域支援担当
☎201-3157

1歳6カ月は対象世帯に郵送でお知らせします。
区役所地域支援担当☎201-3214、 201-3293

（会場はいずれも区役所5階）6月の健診案内保健福祉
センター

日時　6月1日㈬、12時10分～12時50分
場所　市役所第3庁舎1階ロビー
出演　大宮理人（東京交響楽団・チェロ）　 
　　　田中英明（ピアノ）
曲目　上を向いて歩こう 他

区役所地域振興課☎201-3127、 201-3209

　区選挙管理委員会・区明るい選挙推進協議会で
は、中・高校生向けに選挙啓発パンフレットを作成
しました。今年から選挙権年齢が18歳以上になる
ことなど、選挙の仕組みを分かりやすく紹介して
います。区役所・支所等で配布します。

中・高校生向け
選挙啓発パンフレットができました

　区内の子育てに関する相談窓口や支援施設などの
情報を、子育て中のママたちや保育園の園長先生の
目線で分かりやすくまとめた改訂版を発行しました。
区役所・支所・子育て支援センターなどで配布していま
す。区ホームページからもダウンロードできます。

区役所地域ケア推進担当☎201-3210、 201-
3293

　乳幼児の保護者への情報発信と
交流の場となる「かわさき区子育て
フェスタ」（9月3日㈯開催予定）を企
画運営します。
日程　5月末から月1回、全5回程度
対象　全実行委員会、フェスタ前日
準備、当日に参加ができる区内で子

育て支援活動をしているか、関心の
ある個人・団体（実行委員会時は保育
あり）

5月20日までに電話かFAX（住
所、氏名、電話番号を記入）で区役
所地域ケア推進担当☎201-3210、

201-3293。［選考］

区選挙管理委員会からのお知らせ 実行委員募集区選挙管理委員会☎201-3124、 201-3209

大宮理人 田中英明

区版４月号のおわびと訂正
2面「第2回サンフラワーボウル区民招
待券」の日程
誤）5月21日㈯
正）5月22日㈰
おわびして訂正します。

区役所地域振興課☎201-3231、
201-3209

かわさき区ビオラコンサート

　次回の選挙から投票所が変わります。追分町にお住まいの
人は「大島小学校」に、浜町2丁目にお住まいの人は「臨港中学
校」に変更します。これまでの投票所では投票することができま
せんのでご注意ください。

投票所を変更します

まちづくりサロン企画委員募集
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