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　旧東海道の川崎・鶴見の歴史スポットの他、川崎に縁
のある坂本九さんの母校「川崎小学校」や美空ひばりさん
の歌「港町十三番地」の舞台となった「港町駅」など全２５
カ所を巡るスタンプラリーを開催します。　

区役所地域振興課☎201-3136、 201-3209

昔遊び、麦わら細工体験、ほほえみ元気体操、九さん
クイズ、お汁粉の無料提供　他
※鶴見駅東口広場では、「魅力発見！つるみのうまいも
の市」を同時開催

イベント

【川崎】港町駅（美空ひばりの歌碑）、八丁畷駅前（無縁
塚）
【鶴見】鶴見駅東口広場、生麦小学校、国道駅

記念品引換 ※16時まで
スタンプ８個以上で記念品
全ポイント通過でオリジナルグッズ

【川崎・１５カ所】川崎稲荷社、田中本
陣跡、東海道かわさき宿交流館、一
行寺、宗三寺、稲毛神社、佐藤本陣跡、教安寺、芭蕉の句碑、
八
はっちょう

丁 畷
なわて

駅前（無縁塚）、川崎小学校、妙遠寺、港町駅（美空
ひばりの歌碑）、川崎駅東口広場（石敢當）、夫婦橋
【鶴見・１０カ所】熊野神社、鶴見図書館、鶴見駅東口広
場、鶴見銀座商店街、総持寺、国道駅、生麦地区セン
ター、生麦小学校、生麦事件碑、キリン横浜工場

【川崎】川崎駅東口広場（石
いしがんとう

敢當）、
港町駅（美空ひばりの歌碑）
【鶴見】鶴見駅東口広場、生麦小学校

スタンプ帳配布
※14時まで

　区内の地域・産業史について学びます。全２回、１回でも参加可能。
場所　区役所７階　定員　各回３０人程度

10月14日の8時半から電話か、氏名・年齢・電話番
号・参加希望日（❶、❷または両方）を記入しFAXかメール
で。 区役所地域振興課☎201-3127、 201-3209、

 61tisin@city.kawasaki.jp ［先着順］

　市長が区民の皆さんから意見を聴く｢区民車座
集会｣を開催します(写真）。
今回は、高齢者数及び高齢者単身世帯が７区で最
も多い川崎区で、地域における特徴的な高齢者な
どの見守り活動を行う皆さんからの発表や市長との意見交換を行います。
日時　10月24日㈪14時～15時半(開場13時半)
場所　区役所７階会議室　傍聴　当日先着50人
※保育（事前申込制。前日正午まで）、手話通訳あり。詳細は問い合わせる
か市ホームページをご覧ください。また、当日の様子はインターネットで動画
配信します。市ホームページ「市長の部屋」からアクセスしてください

サンキューコールかわさき☎200-3939、 200-3900。区役所企画課
☎201-3267、 201-3209

区民車座集会～傍聴者募集～

日時 内容・講師など

講座

❶11月22日㈫
18時半～20時半

「川崎市内最高峰の匠『かわさきマイスター』の活動」
講師　小林伸光氏（職種：和服洗い張り／港屋京染店）

❷11月30日㈬
18時半～20時（予定）

「『九転十起』事業の鬼・浅野総一郎」
講師　出町 譲氏（ジャーナリスト）

日時
11月12日㈯ 
10時～16時

雨天決行
荒天中止

区役所地域振興課☎２０１-３１２７、 ２０１-３２０９
庄司文子杉原蓮子

日時　11月2日㈬12時10分～12時50分　
会場　市役所第３庁舎１階ロビー 　
出演　 杉原蓮子（バイオリン）、庄司

文子（ピアノ）
曲目　「枯葉」、「アイ・ガット・リズム」他

日時　11月３日㈷
　❶14時～14時半
　❷16時半～17時
会場　アトレ川崎１階ツバキひろば

（駅前本町26-1）
出演　ファンタジー・フルート
曲目　「イッツ・ア・スモール・ワールド」他

川崎・鶴見
共同開催

スタンプポイント
※15時半まで

ほほえみ元気体操は9時40分～川崎駅東口広場にて実施予定

区 版か わ さ き01 　　川崎区ホームページ  http://www.city.kawasaki.jp/kawasaki/　［区版］は区の情報を中心に掲載しています。

226,559人

112,547世帯

（平成28年9月1日現在）
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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
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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
☎各記事に記載、 201-3209

区役所地域振興課

アメフット体験イベント
　選手による体験教室やデモンストレー
ション、体験アトラクションを使ったミニ
コンテストを行います。防具試着コー
ナーも。11月6日㈰10時～16時。富士
通スタジアム川崎（市民祭り会場内）で。
当日直接。荒天中止。☎201-3231。
第９回　夢ライブコンサート
　地域の青少年バンドを中心としたコ
ンサート。11月5日㈯10時～16時。
市民祭り会場内で。当日直接。雨天
中止。出演者、時間など詳細はお問
い合わせください。☎201-3133。

＊川崎授産学園
☎各記事に記載、 201-3293

区役所地域ケア推進担当

おやつカフェin かわさき
　子育てしやすい地域にしていくため
に、身近な見守りについて考えてみま
せんか。11月17日㈭10時～12時。
市役所第4庁舎2階第1・2研修室で。
区内在住で子育て中の30人。同室
保育あり。 10月17日から電話か
FAXで。☎201-3202。［先着順］
子どもの力を育てるために
　作業療法士によるおもちゃを使った
感覚遊びなどについての講話。10月
21日㈮10時～12時。教育文化会館
5階第5学習室で。0歳～6歳までの
子どもの保護者20人。詳細はお問い
合わせください。☎201-3210。

＊川崎授産学園
☎各記事に記載、 201-3293

区役所地域支援担当

アレルギーとの上手なつきあい方
　アレルギーと上手に付き合うこつな
どを学びます。11月29日㈫10時～
11時半。区役所５階で。区内在住の

乳幼児と保護者。キッズスペースあり。
10月17日から電話かFAXで。☎

201-3214。［先着順］
むし歯のない子に育てよう
　虫歯予防の話やフッ化物の体験、
歯磨

みが

き実習など。11月29日㈫10時
～11時半。地域子育て支援センター
できので。区内在住の就学前の子ど
もと保護者20組。 10月17日か
ら直接か電話で地域子育て支援セン
ターできの☎201-1146。［先着順］

＊川崎授産学園
☎ 各記事に記載

区役所保育所等・地域連携

パパも一緒に！ジョイフルサタデー　よつば
　日本宇宙少年団による手作りロケッ
ト作りや職員によるエプロンシアター
など。親子ビクスのみ要予約。10月
29日㈯9時半～12時。よつば保育園
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。 よつば保育園☎288-4289、
270-3428。

パパも一緒に！ジョイフルサタデー　わたりだ
　職員による出し物や菊池華絵氏によ
る親子ビクスなど。11月5日㈯9時半
～12時。渡田保育園（28年度は仮設
園舎：大島上町22-7）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。 渡田保育園
☎ 322-2226。
離乳食講座「かみかみ・ぱくぱく」
　素材を生かし、そしゃくを促すことで
子どもに意欲的に食べさせるこつを学
びます。11月17日㈭10時半～11時
半。地域子育て支援センターふじさき
で。9～18カ月の子どもと保護者7組。
10月20日から電話かFAXで☎201-

3330、 201-3293。［先着順］

＊川崎授産学園
☎233-6361、 244-2347

教育文化会館

地域アートＤＥまちづくり
　クリスマスに関連した小物作り。リサ

イクルの楽しさも学べます。11月29日
㈫10時～12時。教育文化会館で。区
民20人。材料費500円。 10月19
日10時から電話かFAXで。［先着順］

＊川崎授産学園
☎266-3550、 266-3554

プラザ大師

こそだてほっと・ぱあく
　０～３歳の子どもと保護者を対象と
した保育士による触れ合い遊びなど。
10月～29年3月の第３火曜（３月の
み第２火曜）、10時～11時。プラザ
大師で。初回参加時のみ保険料１人
100円。当日直接。
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。10
月～29年3月（12月は除く）の第4水曜
（11月は第5水曜）、10時～12時。プ
ラザ大師で。当日直接。

＊川崎授産学園
☎333-9120、 333-9770

プラザ田島

０歳からの家族で楽しむコンサート
　赤ちゃんから大人まで家族で楽しめ
る参加型コンサート。10月23日㈰14
時～15時（開場13時半）。プラザ田島
で。当日先着75人。
田島寄席
　明治大学落語研究会メンバーによ
る寄席。11月12日㈯14時～15時（開
場13時半）。プラザ田島で。当日先
着75人。

＊川崎授産学園
〒210-0846小田7-3-1
☎366-2475、 272-6699

市消防防災指導公社

普通救命講習会
　心肺蘇生法やＡＥＤの取り扱い方法
などの講義と実習。受講者には修了証
を交付します。11月5日㈯9時～12時。
臨港消防署で。30人。 10月20日9
時から直接か電話で。［先着順］

＊川崎授産学園
〒210-0024日進町1-11
☎246-5500、 211-8741

区社会福祉協議会

年末たすけあい支援金の申請受付
　ご協力いただいた年末たすけあい
募金を元に、対象となる世帯へ「支援
金」を配布します。詳細はお問い合わ
せください。 10月31日（必着）まで
に区社会福祉協議会、区役所、支所
などで配布している申請書に必要書
類を添えて直接か郵送で。

＊川崎授産学園
〒210-0026堤根34-15
☎233-5592、 221-5031

かわさき老人福祉・地域交流センター

いきいき健康フェア
　泉澤佑輔氏による転倒予防など介
護予防運動。11月10日㈭13時半～
15時半。同センターで。60歳以上
の50人。動きやすい服装、上履き、
タオル、飲料を持参。 10月17日か
ら同センターへ直接。［先着順］

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

健診名 日程・受付時間 内容など 費用

ＨＩＶ
即日
検査

❶1日㈫
❷15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

❶10月18日❷11月
1日から電話で。
区役所衛生課
☎201-3204
［先着順］

1歳児
歯科
健診

25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

（会場はいずれも区役所5階）11月の健診案内保健福祉
センター

日程 時間 場所 定員
❶10月25日㈫ 10時～12時半 教育文化会館料理教室 40人
❷11月17日㈭ プラザ大師実習室 20人 日時　10月15日㈯１４時から

場所　東海道かわさき宿交流館
出演　桜

さくらがわ

川七
しちこう

好

定員　８０人（当日先着）　入場料　１，５００円
東海道かわさき宿交流館☎280-

7321、 280-7314

江戸時代の粋に遊ぶシリーズ２２

地域の見守り・助け合いの輪をひろげよう！
川崎区らしい地域包括ケアシステムの構築

10月17日から電話か、住所、氏名、年齢、電話番号を記
入しFAXで市栄養士会☎322-5358、 280-6550。［先着順］

　路上や店内での現代美術作品の展示や、美術とダンス
のコラボレーションによるパフォーマンスなどを行います。
日時　展示…11月1日～27日
パフォーマンス…11月13日、20日の日曜日、13時～13時半
場所　川崎大師仲見世通り（川崎大師駅下車徒歩８分）
※詳細は区役所・支所などで配布のチラシをご覧ください。
アートかわさき実行委員会☎ 522-7288

　バランスの良い食事やかむ事の重要さを
認識するため、健康講話やそしゃく体験、
調理実習などを受講しませんか。

第2回
“ペットを通して見守り・助け合い”

　ペットを飼うことは、コミュニケーションの
輪をひろげ、暮らしに生きがいをもたらしま
す。一方で、突然の災害、飼い主のケガや
病気などにより、ペットの世話が一時的にで
きなくなったり、飼えなくなってしまうことも
あります。そのような時に、地域の人たちと
の助け合いが大きな力となります。日頃から
地域とのつながりを大切にしていきましょう。
　ペットを飼っている方に、日常から備えてお
いていただきたいことをご紹介します。

●ペットのしつけと健康管理を適切に行
いましょう。
●ペットと離れたときに飼い主がわかるよ
うにしましょう。
●ペットのための食料なども防災用品に
備えておきましょう。
●ペットを預ける場所や、代わりに世話をし
てくれる人を見つけておきましょう。
　衛生課では、「ペットの飼い主の
ための防災手帳」を窓口で配布し
ています。

区役所衛生課☎201-3223、 ２０１-３２91

「チョットの工夫で元気に過ごす　パート２」講座

仲見世でアート２０１６

 
区役所企画課　☎201-3267、 201-3209
いきいきかわさき区 案 業提 事
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