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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

　県立川崎高等学校養蜂部と協働で
イベントを開催します。同校養蜂部
はセイヨウミツバチの養育など、地
道な取り組みにより、蜂蜜の採取に
成功しています。採蜜体験、蜂蜜の
試食や、文化系の部活動による催し
などもあります。雨天決行。※1歳
未満の子どもの蜂蜜の試食はご遠慮
ください
日時　１０月１日㈯１０時～１４時　場所　県立川崎高等学校

田島支所区民センター地域振興係☎322-1968、 322-1991

　区の魅力をアピールできるもの、これか
らも大切にしたいものを「かわさき区の宝物」
と呼んでいます。
　区役所などで配布しているガイドマップ（左
写真）では「かわさき区の宝物」をピックアップ
し、「６種の散策ルート」や「ゆかりの人物」など
と一緒に紹介しています。また、区ホームペー
ジでは全１８３点の「宝物」を紹介しています。
　ガイドマップや区ホームページを見て、皆

さんのイチオシを選んで投票してみません
か。最も得票数の多かった宝物に投票した
人には抽選でプレゼントが当たります。

 ９月１５日～１１月３０日（消印有効）に、
住所、氏名、電話番号、あなたのイチオ
シ宝物を記入しハガキか区ホームページ
で〒210-8570川崎区役所地域振興課☎
201-3136、 201-3209。［抽選］。 ※応
募は1人１回まで

　市バス♥安全・安心フェスタは、交通局と川崎区、幸区、横浜市鶴見
区が連携して開催するイベントです。当日は、子どもも大人も楽しめるイ
ベントが盛りだくさん。ぜひ、ご来場ください。
日時　１０月１０日（祝）　９時～１５時
場所　飛鳥ドライビングカレッジ川崎（川崎区下並木９７、八

はっちょうなわて

丁畷駅徒歩2分）
当日は、川崎駅と会場間を往復するシャトルバスを無料運行します。

交通局管理課☎２００-３２３８、 ２００-３９４６
　区役所危機管理担当☎２０１-３１３４、 ２０１-３２０９

他にも催しがたくさん ！
・セグウェイ体験試乗会　・キックターゲッ
ト　・自転車シミュレーター　・ヨーヨー釣
り、スーパーボールすくい　・市バスグッズ
販売　・スタンプラリー　・飲食ブースなど

川崎の蜂蜜を味わってみよう♪

「宝物」の一例
市役所本庁舎（解
体後復元予定）と
川崎河港水門

　市バス運転手と飛鳥ドライビ
ングカレッジ川崎の教官が洗練
された運転技術を披露します。

　コラボラッピングバスが３種類そろうのは、10月10日だ
け。制服を着て、運転席で記念撮影もできます。

　座学と実技を通して正しい自転車の乗り方が学べます。
※事前申し込みが必要です
対象　小学生保護者・交通安全母の会会員など　人数　５０人

９月２０日までに住所、氏名、電話番号、教室名を記入し
ハガキで〒２１０-８５７０区役所危機管理担当☎２０１-３１３４、
２０１-３２０９。［抽選］

　各キャラクターと自由に記念撮影ができます。
時間　❶１０時～　❷１２時～　❸１４時～　各回30分程度

運転技能コンクール

ラッピングバス展示と運転席体験

　自転車を安全に利用するため、プ
ロ選手がアドバイスをします。
　競技用自転車の試乗、ス
ピード計測チャレンジなども
行います。

　本物のパトカーと白バイを展示します。
小学生以下の子ども
はミニミニパトとミニ
白バイに試乗し、記
念撮影ができます。

パトカー、白バイ展示　
ミニミニパト、ミニ白バイ試乗

交通安全母の会自転車教室

キャラクター記念撮影会

ノルフィン（左）とハローキティ（右） ふろん太
©KAWASAKI  FRONTALE

タージマン

　スタントマンが交通事故を再現しま
す。※小学生以下の子どもには刺激が
強いため、ご注意ください

スケアードストレート
交通安全教室

自転車のプロ、
競輪選手に学ぶ！ 自転車教室

１０月１４日㈮～１６日㈰
※詳細は市ホームページを
ご覧ください

川崎市役所本庁舎
さよならイベント

あっ！
道が狭く
なっている！

初
開
催
! 

市バス♥安全・安心　
フェスタへ行こう!!
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投票しよう！ あなたが選んだイチオシ
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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
〒210-0011川崎区富士見2-1-3

☎233-6361、 244-2347

教育文化会館

和紙ちぎり絵で短冊づくり
　和紙ちぎり絵で季節の短冊づくりを
行います。10月11日、18日、25日の
火曜、13時半～16時半、全３回。教育
文化会館で。区民20人。材料費1,500
円。お手拭き持参。 ９月15日10時か
ら、直接、電話、FAXで。[先着順]
「つくろうよコンサート2017
～ vol.14～」出演者募集

　1日限りの吹奏楽団で行う吹奏楽コ
ンサートの出演者を募集します。29
年2月4日㈯午後、５日㈰、吹奏楽経
験者200人程度。説明会参加必須。

９月３０日（必着）までに必要事項と吹
奏楽経験、希望の楽器・パート、同コ
ンサート参加歴、所属団体・学校名、
説明会希望日時(11月25日夜、11月
27日午前・午後、12月4日午前・午後
のいずれか)を記入し、往復ハガキで。

［選考］※区民優先。

＊川崎授産学園
☎201-3231、 201-3209

区役所地域振興課

カローリング体験会
　カーリングに似たスポーツ・カローリ
ングを体験してみませんか。当日は、
体力テスト会も同時開催します。10
月2日㈰11時半～13時半。田島小学

校体育館で。当日直接。
パワフルかわさき区民綱引き大会
参加チーム募集

　子どもの部（１チーム12人。小学１
～３年生４人以上、小学４～６年生８人
以内）、女子の部（１チーム８人）、大人
の部（１チーム12人、うち女性２人以
上）に分かれて試合を行います。11月
6日㈰10時～15時。 富士見公園市
民広場で。 9月30日までに電話か、
参加部門、団体名、代表者の氏名、
住所、電話番号を記入しFAXで。
特設行政相談所

　国の行政機関の業務に対する意見
や要望について、総務大臣から委嘱
された行政相談委員が相談を受けま
す。❶10月5日㈬、イトーヨーカドー
川崎店(小田栄2-2-1)で。❷10月6日
㈭、イトーヨーカドー川崎港町店(港町
12-1)で。いずれも13時～16時。当
日直接。 地域振興課（相談情報）☎
201-3132、 201-3295。

＊川崎授産学園
☎201-3330、 201-3293

区役所保育所等・地域連携

かわさきジャズ2016
地域連携プログラム「音あそび♪」

　簡単な楽器作りと、ピアノ・ベース・
サックス・三味線などによるコンサート
や音遊びに親子で参加しませんか。
10月19日㈬14時半～16時。地域子
育て支援センターむかいで。就学前の
子どもと保護者40組。 9月20日
から電話かFAXで地域子育て支援セン
ターむかい☎ 244-7730。［先着順］

　素材を生かす、そしゃくを促す、子
どもが意欲的に食べるコツを学びま
す。10月18日㈫10時半～11時半。
東小田保育園で。９カ月～１８カ月の
子どもと保護者7組。 9月15日から
電話で。［先着順］
こどもの健康教室

　子どもに適した生活リズムを保育園
の看護師から学びます。10月19日㈬
10時半～11時半。東小田保育園で。
就学前の子どもと保護者10組。 9
月15日から電話で。［先着順］
父親の体験講座「パパクッキング」

　保育園で簡単にできるメニューを一
緒に作り、交流しませんか。10月22
日㈯10時半～11時半。大島保育園で。
１～２歳の子どもと保護者10組。 9
月27日から電話で。［先着順］

＊川崎授産学園
☎201-3212、 201-3293

区役所地域支援担当

健康づくりサポーター養成講座
　健康づくりに関するボランティアを
養成する講座。全4回。全回参加で
修了証を交付。❶9月28日㈬❷10月
11日 ㈫ ❸10月27日㈭❹11月10日
㈭。いずれも13時半～16時。いず
れも区役所5階（❷のみ7階）。区内在
住で運動制限のない25人。 9月16
日から電話かFAXで。［先着順］
食生活改善推進員養成講座

　食生活に関するボランティアを養成
する講座。 全4回。❶9月28日㈬❷
10月11日㈫❸10月18日㈫❹11月1
日㈫。❶❷❹は13時半～16時❸９時
半～13時。いずれも区役所5階（❷の
み7階）。 区内在住の20人。 調理実
習のみ実費。❶❷は健康づくりサポー

ター養成講座と合同開催。 9月16
日から電話かFAXで。［先着順］

＊川崎授産学園
☎266-3550、 266-3554

プラザ大師

「ドキドキこども劇場はじまるよ～」
　パネルシアター、人形劇など主に
子ども向けのイベントを開催します。
10月2日㈰10時～14時（開場9時50
分）。プラザ大師で。当日直接。
宮川病院公開講座「認知症について」

　自宅での認知症患者のケアに関す
る講座です。10月22日㈯14時～16
時（開場13時半）。プラザ大師で。60
人。 9月23日10時から直接か電話
で。［先着順］

＊川崎授産学園
☎333-9120、 333-9770

プラザ田島

子育てママの就活チャレンジ講座
　子育てしながら就職活動を行う母
親向けの講座。10月４日～11月８日
の火曜（10月18日を除く）、10時～
12時、全５回。プラザ田島で。就学
前の子どもの母親20人。保育あり(２
歳～就学前の12人、900円)。 ９
月15日10時から直接か電話で。［先
着順］

＊川崎授産学園
☎287-2558、 287-2577

桜寿園地域包括支援センター

「これってもの忘れ?!」　
～認知症について知ろう～

　認知症やいざという時の相談窓口
についての講座。10月29日㈯14時
半～16時半。こうかんクリニック1
階ロビーで。80人。講師・吉井医師（こ
うかんクリニックもの忘れ外来）。
９月15日10時から電話で。［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

❶4日㈫
❷18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

❶9月20日㈫❷10
月4日㈫から電話で。
区役所衛生課
☎201-3204

［先着順］
1歳児
歯科
健診

28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）10月の健診案内保健福祉
センター

むし歯のない子に育てよう
　むし歯予防の話、フッ化物の体験、歯磨き実習などを行います。
対象　区内在住で歯が生えている就学前の子どもと保護者　
時間　いずれも10時～11時半　申し込み　各会場まで［先着順］

区役所地域支援担当☎201-3157、 201-3293
日程 会場 電話番号 申し込み方法 定数
10月
13日㈭

地域子育て支援センター　
あいいく 222-7555 9月15日から

直接 15組
10月
27日㈭

地域子育て支援センター　
あすなろ 221-7037 10月3日から

直接か電話で 20組
11月
4日㈮

地域子育て支援センター　
ふぁみいゆ殿町 050-5551-5646 10月4日から

直接か電話で 20組
11月
10日㈭

地域子育て支援センター　
ふぁみいゆ浅田 050-5551-5743 10月3日から

直接か電話で 25組

日時　9月28日㈬14時～15時半
場所　東海道かわさき宿交流館４階
出演　柳家小はぜ（前座）、三遊亭時松(二ツ目)　定員　当日先着８０人

東海道かわさき宿交流館☎280-7321、 280-7314

第２回　前座・二ツ目激励お昼の落語

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かわさき区ビオラコンサート

日時　１０月５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　中野亜紀世（ピアノ）　
　　　西巻有希子（フルート）
曲目　「シチリアーノ(バッハ)」、「亜麻色の
髪の乙女(ドビュッシー )」他
　 区役所地域振興課☎２０１-３１２７、 ２０１-３２０９

中野亜紀世 西巻有希子

第1回
“見守り・助け合い標語”を知っていますか？

　区では、「ひろげよう　見守りの輪　助け合いの輪」をテーマに地域包括ケ
アシステムの推進に取り組んでいます。地域包括ケアシステムとは、“つな
がり・連携・支え合い”の仕組みづくりのことです。このコーナーでは各課の地
域包括ケアシステム推進の取り組みをリレー形式で紹介します。
　第１回目は、見守り・助け合い標語を紹介します。地域に見守り・助け合いの
輪をひろげるために募集しました。あなたも、できることから始めてみませんか。
●「大丈夫？」　その一言が　助け合い
●助け合い　今川崎から　広げよう
●一人じゃない　みんなで助ける　地域の目
●ご近所さん、呼びあい触れあい　助け合い

区役所地域ケア推進担当☎201-3202、 ２０１-３２９３

離乳食講座「かみかみ・ぱくぱく」


