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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

　川崎が発祥といわれている「三角おむすび」のレシピコンテストを開
催します。書類選考の1次審査を通過した2作品は、稲毛公園で開催す
る「東海道川崎宿2023まつり（4月3日開催）」内の2次審査において業
者により販売。購入者の投票
により優勝作品を決定します。
優勝・準優勝・その他入賞作品
には賞状の他に副賞も。入賞
作品は、市内飲食店で販売す
る場合もあります。［選考］

　日本橋から箱根までの東海道、約
127kmを12回に分けて月に1回歩き
ます。
　1日4〜5時間、10〜15km歩く体
力があり、原則として全12回参加
可能な25人。参加費12,000円。

2月29日（必着）までに往復ハガキ
に郵便番号、住所、氏名、性別、年齢、
電話番号を記入し〒210-0001川崎区
本町1-8-4東海道かわさき宿交流館
☎280-7321、 280-7314。［抽選］

東海道ウオーク

参加者募集

前回の優勝作品「小
松菜ごはんのみそ
焼きおむすび」

いずれも2月29日（必着）までに申込書を持参、郵送、メールで〒210-8570区役所地域振興課☎201-
3136、 201-3209、 61tishin@city.kawasaki.jp　※詳細はお問い合わせください

　区では、誰もが安心して暮らし続けるための見守り活動や地域での活動を応援しています。その取り組
みの一つとして、「見守り」や「助け合い」をもっと広めるための標語を募集しました。約1,700件の応募の中から
１９点の優秀作品を決定し、区の標語として活用していきます。当日は地域で活動しているシニアバンドによる
ミニコンサートも開催します。
日時　２月２７日㈯１４時〜１６時（13時半開場）
場所　区役所７階　大会議室
内容　区の見守り・助け合い標語表彰式、ミニコンサート（スイングチェリーズとＡＺスターズ）、区の交通安全
　　　教育ヒーロー「仮面ウォーカー タージマン」による地域見守り活動の紹介

区役所地域保健福祉課☎201-3203、 201-3291

　「東海道川崎宿2023
まつり」で行うフリーマー
ケットの出店希望者を募
集します。募集区画は20
区画。参加費は無料です。

［抽選］

フリーマ
ーケット

出店者
募集

第 ２ 回 東海道川崎宿発祥

三角おむすび レシピ募集

〜できることから始めよう！〜
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放 置 自 転 車

　右図のとおり３月１日から国道１５号一部区間などを「自転車等放置禁止区
域」に追加指定し、放置自転車の即時撤去を開始します。放置自転車は、歩
行者や車両の通行の妨げとなったり、救急・消防活動に支障をきたしたりする
こともあります。短時間であっても、自転車は必ず駐輪場へ停めましょう。

　大師地区にある商店街のお店の人などが講師となり、プロならでは
の専門的な知識や情報、コツなどを無料で教える少人数制の講座を3月
10日まで開催しています。「健康」「た
べる」「まなぶ」「きれい」「つくる」の分野
で「大師の歴史と江戸前寿司の作り方」

「アロマとオイルでリフレッシュ！」「押し
花で作るお雛様の額」などさまざまな講
座があります。申し込みは直接各店舗
へ電話で。申し込み方法、各店舗の連
絡先、講座の開催日時、持ち物などの
詳細は区役所、支所などで配布してい
るチラシを確認してください。

区役所企画課☎２０１-３２６７、 ２０１-
３２０９

　新たに国道15号の歩道上に約330台の駐輪場を設置します。最初の2時
間は無料ですので、ぜひご利用ください。

区役所道路公園センター管理課☎211-4214、 246-4909

自転車は駐輪場へ

川崎駅東口周辺

国道15号の一部を放置禁止区域に指定します

国道１５号歩道上に駐輪場が新設されます

第２回

川崎大
師

まちゼ
ミ
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得するまちのゼミナール～
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仮面ウォーカー タージマン



区 版 かわさき2016年（平成28年）　2月1日号　No.1130ここからかわさき区版です 02

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

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

まちづくりクラブ活動発表会
　❶活動展示…3月2日㈬・３日㈭、
９時半〜15時（２日は11時から）。川
崎信用金庫本店１階ロビーで。シュ
ロの葉を使ったバッタづくりコーナー
も（日時要問い合わせ）。❷活動発表・
情報交換会…３月４日㈮18時半〜
20時半。 区役所７階会議室で。 当
日直接。

＊川崎授産学園
☎201-3212、 201-3291

区役所地域保健福祉課

マタニティクッキング
　妊娠中や出産後の食事の話と調理
実習。3月3日㈭9時半〜13時。区役
所5階で。区内在住の妊産婦15人。
エプロン、三角巾、食器用ふきん3
枚を持参。材料費実費。 2月19日
から電話で。［先着順］
離乳食教室

　赤ちゃんの頃から素材の味を生かし
たうす味の食事を心掛けましょう。❶
講話「これから離乳食をはじめよう!」

…3月1日㈫、15日㈫。4〜6カ月頃
の子どもの保護者40人。❷講話「こ
の先離乳食はどう進めるの?」…3月8
日㈫。7〜10カ月頃の子どもの保護
者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。［先着順］

＊川崎授産学園
☎233-6361、 244-2347

教育文化会館

川崎区生涯学習交流集会
　教育文化会館・大師分館・田島分館
で活動する市民が、活動状況を交流
も交えながら発表します。3月12日㈯
10時〜12時。教育文化会館で。10
人程度。 2月18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

課題別連携事業
「宮川病院公開講座」
　健康維持・増進、疾病の早期発見
に役立つ講座。❶講演「健康寿命を
延ばすためには」…2月27日㈯❷安
全な服薬法などの講議…3月26日㈯
❶❷いずれも14時〜16時。プラザ
大師で。60人。 2月16日10時か
ら直接か電話で。［先着順］

ハーモニカコンサート
　地域で活動しているハーモニカグ
ループ3団体によるミニコンサート。2
月27日㈯14時〜15時（開場13時半）。

プラザ田島で。当日先着80人。
防災講演会〜後悔しない防災〜

　東日本大震災以降も続くさまざま
な災害の対策などについて学びます。
2月28日㈰14時〜15時半（開場13時
半）。プラザ田島で。講師：秦好子氏。
当日先着80人。

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〜
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カ月経過した各12人

無料

❶2月16日
❷3月1日
から電話で
☎201-3212 

［先着順］

39歳まで
の健診・
保健指導

❶9日㈬
❷25日㈮

9時〜
9時15分

生活習慣病予防に関連
した検査、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15日か
ら電話で
☎201-3216

［先着順］

1歳児
歯科健診 18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
☎201-3212

健康相談
月〜金曜

（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（家族でも可）

無料 随時、電話で
☎201-3216

※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

区役所地域保健福祉課 201-3291
会場はいずれも区役所5階3月の健診案内保健福祉

センター

＊川崎授産学園
☎333-9120、 333-9770

プラザ田島

　3月2日㈬12時10分〜12時50分。市役所第3庁舎1階ロビーで。 
テーマ　「弦楽三重奏の魅力」
出　演　 川上拓人（ビオラ）

　 美島佑哉（バイオリン）
　 清水唯史（チェロ）

曲　目　 エドガー「愛のあいさつ」他

　3月10日㈭12時10分〜12時50分。田島支所3階会議室で。
テーマ　「早春」
出　演　岡村美帆（オカリナ）・岡村幸子（キーボード）
曲　目　「さくら（独唱）」「上を向いて歩こう」「春よ、来い」他

かわさき区ビオラコンサート～定例コンサート～

かわさき区ビオラコンサート in 田島支所

川上拓人 美島佑哉 清水唯史

岡村美帆

区役所地域振興課☎201-3127、 201-3209

　区の地域福祉を推進する地域福祉計画推進会議の公募委員を募集します。
資格　28年4月1日現在20歳以上で、区内在住1年以上の人（市の付属機
関の委員、市職員を除く）
募集人数・任期　2人、4月1日から2年間
会議　年2〜3回開催

3月4日（必着）までに住所、氏名、性別、生年月日、電話番号、職業、
職歴、地域活動経験、応募理由を記入し、小論文「地域の保健・福祉活動
について」（800字以内）を添えて直接か郵送で。〒210-8570区役所地域
保健福祉課☎201-3203、 201-3291。［選考］※いずれも書式自由

区地域福祉計画推進会議委員の募集

　今後の教育文化会館における事業の企画実施について協議します。
資格　申し込み時に20歳以上で、市内在住1年以上の区民（市の付属機関の委
　　　員、市職員を除く）
募集人数・任期　１人、５月1日からおおむね2年間
選考方法　書類審査（4月上旬までに応募者全員に結果を通知します。）

２月29日(消印有効)までに応募用紙に必要事項を記入し、小論文(2,000
字程度、テーマは「教育文化会館の地域における役割について」。書式自由)を添
えて、直接か郵送で〒210-8577教育委員会生涯学習推進課☎200-3303、
200-3950。［選考］。※応募用紙は区役所などで配布中。市ホームページから
もダウンロードできます

募社会教育委員会議専門部会委員の 集

市民活動団体向け
パソコン講座〜ワード初級〜

日時　❶平日開庁時間中：２月１日㈪から。８時半〜17時（12時〜13時を除く）
　　　❷平日夜間：２月１日〜12日17時〜19時半（受け付けは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
合わせ下さい（２月中実施）

　　　❸土曜：２月６日、13日、９時〜12時（受け付けは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

区役所で行います
対象　28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１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

日時　２月20日㈯❶10時〜12時❷13時〜15時
場所　市立川崎高等学校付属中学校（正門から入場）３階情報処理室
内容　❶基本編「ワードの基本操作を覚えよう！」
　　　❷応用編「チラシを作ってみよう！」
参加費　200円（資料代）※当日受け付けで集金
定員　区内で市民活動をしている人か、これから活動しようとしている各
回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15日から電話かFAX（氏名・団体名・活動地域・電話番号・FAX番
号と希望するコースを記入）で区役所地域振興課☎201-3136、 201-
3209。［先着順］

28年度保育所入所保留の人の入所相談


