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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

かわさき区ビオラコンサート
日時　8月12日㈮、14時～15時
場所　川崎ルフロン１階
出演　川崎小学校＆

アンド

市消防音楽隊 
曲目　上を向いて歩こう他

坂本九さん追悼コンサート

区役所地域振興課☎２０１-３１２７、 ２０１-３２０９

田島

大師

田島

大師川崎中央

地 区 町 丁 名

大師第１ 川中島、藤崎、伊勢町、大
師駅前

大師第２ 台町、四谷下町、四谷上町、
観音、池上新町

大師第３
大師河原、殿町、田町、江川、
日ノ出、出来野、塩浜、小
島町、浮島町、夜光、千鳥町、
水江町、東扇島

大師第４ 大師公園、中瀬、東門前、
昭和、大師町、大師本町

大師地区健康福祉ステーション地区支援
担当
☎２７１-０１４５、 ２７１-０１２８

川崎中央地区 区役所地域みまもり支援センター地域支援担当
☎２０１-３２８４、 ２０１-３２９３

田島地区健康福祉ステーション
地区支援担当
☎３２２-１９７８、 ３２２-１９９４

高齢の親が１人
で暮らしている
ので心配

近所の人の
様子が
心配

見守り活動を
立ち上げたい
ので、相談に
乗ってほしい。

子どものことで
悩んでいるけ
ど、周りに相談
する人がいない　　　

地域で健康づ
くりのグループ
を作りたい

地域みまもり
支援センターを
活用してください！

例えば、こんなときにご相談ください

　子育てしている人や子育てを支援している人と交流できて、子どもも大人も楽しめるイベントを開催します。
日時　9月3日㈯　9時半～14時　場所　教育文化会館（富士見2-1-3）

区役所地域ケア推進担当☎201-3210、 201-3293

※教育文化会館は原則ベビーカーが使用できないため、１階で預かります。抱っこひもなどを持参してください。また、駐輪スペースには限り
があるため、公共交通機関を利用してください。　※10時半～12時半は、手話通訳および、中国語・タガログ語・スペイン語の通訳がいます。

　区内の保育園児の作品を
たくさん展示します。
日時　8月29日㈪ ～9月3日
㈯9時～19時（ただし8月29
日13時～19時、 9月3日9時
半～14時になります）
場所　１階イベントホール

同時開催

時間　❶11時～11時20分
 ❷11時40分～12時
場所・定員　6階大会議室、各40組 

（9時半より１階ベビーカー置場付近
で整理券配布）

Ａ
ア ダ ー ジ ョ

dagioのがっきまつり　 リトミックを楽しもう

その他にも、絵本の読み聞かせや遊びコーナー、スタンプラリーなどの催しがたくさんあります。

時間　10時～10時40分
場所　6階大会議室
内容　子どもも大人も楽し
める曲をいろいろな楽器で
演奏します。

子育てフェスタ
作品展

日時　9月7日㈬、
 12時10分～12時50分
場所　第3庁舎1階ロビー
出演　 西野宏（トランペット）、
　　　菊池美帆（ピアノ）
曲目　ゴットファーザー PARTⅡ他

西野宏 菊池美帆

地 区 町 丁 名

中央第１ 本町、榎町、堀之内町、宮本町、東田町、砂子、駅前本町、宮前町、新川通、
鈴木町、港町、旭町、境町、富士見１丁目

中央第２ 日進町、下並木、堤根、貝塚、南町、元木、小川町、池田、京町
大島 中島、大島、大島上町、富士見２丁目
渡田 渡田、渡田向町、渡田東町、渡田新町、渡田山王町、小田１丁目

大師地区

田島地区

地域の状況や人口等を考慮しながら、各地区に担当職員を１～３名配置し、
区民の方々と一緒に住みやすいまちづくりを行います。お困りのことがあ
れば、気軽にご相談ください。

地 区 町 丁 名

田島
桜本、追分町、浜町、鋼管通、
田島町、浅野町、南渡田町、
池上町、扇町、扇島

小田
大川町、小田栄、小田２～
７丁目、浅田、田辺新田、
白石町
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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
☎各担当へ、 201-3291

区役所地域支援担当

むし歯のない子に育てよう
　むし歯予防の話やフッ化物の体験、
歯磨き実習などを行います。対象は１
歳～就学前の子どもと保護者となりま
す。❶地域子育てセンターむかい…8
月30日㈫。25組。❷地域子育て支
援センターふぁみいゆ田島…9月26日
㈪。25組。❸地域子育て支援センター
ろば…10月6日㈭。15組。❶～❸い
ずれも10時～11時半。 ❶8月15日
から直接か電話で地域子育てセンター
むかい☎244-7730、❷9月1日から
直接地域子育て支援センターふぁみい
ゆ田島☎050-5551-5028、❸9月1
日から直接か電話で地域子育て支援セ
ンターろば☎276-4800。［先着順］

＊川崎授産学園
☎201-3330、 201-3293

区役所保育所等地域連携

体験保育「親子でランチ」
　子どもと同じ年齢のクラスに交ざ
り、一緒に遊び昼食を取ります。9月
8日・15日、10月13日・27日、11月
10日・24日の木曜、9時20分～ラン
チ終了。大島・藤崎・東小田保育園で。

健診名 日程・受付時間 内容など 費用

HIV
即日検査

❶6日㈫
❷20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

❶8月16日㈫❷9月
6日㈫から電話で
区役所衛生課
☎201-3204

［先着順］

1歳児
歯科健診 23日㈮ 8時45分

～10時

区内在住の１歳３カ月
未満で歯のことで気
になることがある乳
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・３歳6カ月児健診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）9月の健診案内保健福祉
センター

　 「紙切り」とは寄席色物（曲芸・漫才など）の１つ
で、三味線や太鼓などの曲に合わせながら、人物
や似顔絵などの題材を切り抜く芸です。
　出演者の楽しいトークとともにお楽しみください。
日時　8月27日㈯14時～16時
出演　林家　花　入場料　1,500円
定員　80人（当日直接）

10カ月～就学前の子どもと保護者、
各日各園2組。 8月23日から電話
かFAXで。［先着順］
パパも一緒に
ジョイフルサタデー　せいび

　ベビー体操（事前申込必要）、手形
制作、身体測定、子育て相談などを
行います。9月10日㈯、9時半～12
時。聖美保育園で。就学前の子ども
と保護者（これからパパ・ママになる人
も可）。当日直接。 聖美保育園☎
266-7227、 277-0215。
離乳食講座「ごっくん・もぐもぐ」

　出汁を生かした薄味で愛情たっぷ
りの離乳食を学びます。9月13日㈫、
10時半～11時半。 藤崎保育園で。
4～8カ月の子どもと保護者10組。

8月25日から電話で。［先着順］

＊川崎授産学園
☎333-9120、 333-9770

プラザ田島

懐かしのメロディーコンサート
　懐メロからクラシックまで、みんな
が一緒に楽しめる地域で活動する「夢く
らぶ」のコンサートです。8月21日㈰、
14時～15時。プラザ田島で。75人。
当日直接。
田島寄席

　桂米多朗が初出演します。9月3日
㈯、14時～15時。プラザ田島で。75人。
当日直接。

　朝ごはんと病院の悩みについて学び
ます。9月13日、27日の火曜、10時
～12時。全2回。プラザ田島で。小
中学生の保護者20人。 8月20日10
時から直接か電話で。［先着順］

＊川崎授産学園
☎233-6361、 244-2347

教育文化会館

やさしい街づくり
～精神保健福祉から考える

　さまざまな障害について理解し、障
害者の人権に配慮した「優しいコミュ
ニティの形成」や「誰もが住みやすい街
づくり」について考える講座です。9月
15日、10月6日・20日、11月10日・
24日、12月1日の木曜、18時半～
20時半。全6回。教育文化会館で。
30人。 8月16日10時 から 直 接、
電話、FAXで。［先着順］
元気なシニア～地域での
仲間づくりと健康づくり

　地域の人と知り合い、元気な毎日
を過ごすことを学ぶ講座です。9月14
日～11月30日の第2・4水曜（11月の
み 第2・5水 曜）、10時 ～12時。 全6
回。教育文化会館で。20人。1,000
円。 8月16日10時から直接、電話、
FAXで。［先着順］

＊川崎授産学園
☎266-3550、 266-3554

プラザ大師

大師を知ろう
　講習とフィールドワークで、地域（主に
塩浜・池上新田）の歴史を学びます。9月
10日、24日の土曜、13時半～15時半。
全2回。プラザ大師で。1時間程度歩く
ことができる20人。1,050円。 8月

16日10時から直接か電話で。［先着順］
地震から学ぶ防災
～わたしたちにできること

　地震について学習し、自分たちで
できる身近な防災について考える講
座です。模擬災害も体験できます。9
月16日～10月14日の金曜、13時半
～15時半。 全5回。プラザ大師で。
20人。 8月23日10時から直接か
電話で。［先着順］
伝統文化親子講座

　子どもと一緒に楽しむ書道教室を
開催します。10月1日～11月12日の
隔週土曜、13時半～15時半。全4回。
プラザ大師で。小中学生と保護者40
人。1人3,000円。 9月13日10時
から直接か電話で。［先着順］

＊川崎授産学園
☎233-5521、 245-9600

川崎病院

糖尿病市民公開講座   
　糖尿病に関する展示や栄養相談、医
師や看護師による講演を行います。9
月3日㈯、13時～15時半。川崎病院７
階講堂で。100人。当日直接。

＊川崎授産学園
☎366-2475、 272-6699

市消防防災指導公社

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
実習を行います。受講者には修了証
が交付されます。❶川崎消防署･･･9
月4日㈰、9時～12時。❷臨港消防
署･･･9月5日㈪、13時半～16時半。
❶❷いずれも30人。 ❶8月23日❷
8月25日から直接か電話で。（受け付
け9時～16時半）［先着順］

本町1-8-4☎280-7321、 280-7314　月曜休館（月曜が祝日の場合
は、その翌日が休館）

　スーパーボールすくい、ペットボトルボウ
リング、手品・紙芝居など楽しいコーナーが
いっぱいです。夏の最後の思い出に、家族
でぜひお出掛けください。
日時　8月27日㈯15時50分～17時半（小雨

決行）
場所　小田公園（小田4-20-38）
定員　200人（当日15時半から整理券を配布）

区役所地域振興課☎201-3127、 201-
3209

何個すくえるかな？

目指せストライク！

　川崎駅を中心に、これから解体される市役所
本庁舎の懐かしの写真などを展示します。戦後
～昭和40年代に変化・再生してきた川崎の風景を
お楽しみください。詳細はお問い合わせください。
開催期間　9月11日㈰まで

「川崎市役所本庁舎さよならイベント」プレ企画
川崎 変化と再生の風景

東海道かわさき宿交流館東海道かわさき宿交流館

　シニアの人が参加できる「いこい元気広場」や「まちの縁
側」、ボランティア活動などの情報を紹介しています。活動
的な日々を過ごすためにぜひ活用してください。
配布場所　区役所地域支援担当、大師・田島地区健康福祉
ステーション（区ホームページからもダウンロードできます）

「まちに出て元気にすごそう～
シニアのためのお出かけ情報マップ」

作成しました

小田公園 夏のお楽しみ会

戦後の川崎駅前

子育てステップアップ講座
江戸の粋に遊ぶシリーズ第21弾「紙切り」


