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4 5講演：みんなでつなごう！ちいきの輪
ミニコンサート

認知症サポーター養成講座 シニアの社会参加支援事業「始めよう朝の運動」

ふれあい広場

色輪っかでつくるハートの
クローバー大作戦！

川崎が発祥と言われている「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、試食会を
通過した２作品は、「東海道川崎宿２０２３まつり（４月

２日）」で、業者により販売し、購入
者の投票により優勝作品を決定しま
す。優勝・準優勝のほか入賞作品に
は賞状と副賞を進呈します。入賞作
品は、市内飲食店での商品化に向け、
区ホームページに掲載します。［選考］

いずれも2月28日（必着）までに申込書を直接か郵送、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

　「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］

東海道川崎宿第３回
三角おむすびレシピ募集

青空
フリーマーケット
出店者募集

　ことしで14回目を迎える「つくろうよコンサート（愛称つくコ
ン）」。小学生から60代までの、吹奏楽を愛する人々がこの日の
ために集まって、迫力のある演奏をお届けします。
日時　2月5日㈰14時～16時（開場13時20分）
開場　教育文化会館大ホール　定員　当日先着1,000人
指揮　並木 達夫
曲目　 ルパン三世、ジャパニー

ズグラフティ12～銀河
鉄道999ほか～など

教育文化会館☎233-6361、 244-2347　

　かわさき区ビオラコンサートがキングスカイフロン
トに出張し、すてきな音楽をお届けいたします！
日時　2月7日㈫12時10分～12時50分
場所　L

ラ イ ズ

iSE（川崎生命科学・環境研究センター）
（殿町３-２５-１３）１階　大会議室
出演　s

スタイルスリー

tyle-3!

　声を掛け合えるような顔の見える関係こそがつな
がり。みんなでちいきの輪をひろげていく地域包括
ケアシステムのイベントです。区では、今年も人と人
とのつながりを大切に、地域包括ケアシステムの構
築に向けた取り組みを進めていきます。
 子どもも大人も楽しめるプログラムが盛りだくさん！ぜひご来場ください。
日時　２月４日㈯１０時半～１３時（１０時開場）
場所　市役所第４庁舎１階、２階  

区役所地域ケア推進担当☎201-3202、 201-3293

　認知症の人を見守るサポーターを養成する講座です。
　参加者にはオレンジリングを差し上げます。
日時　2月3日㈮13時半～15時　場所　区役所7階会議室　定員　50人

1月16日から電話かＦＡＸで区役所地域支援担当☎201-3206、
201-3293。［先着順］

　運動を通して健康づくりを行う講座です。大師周辺の散策もあります。
日時　2月2日～3月9日の木曜、10時～12時、全6回
場所　プラザ大師　定員　概ね50歳以上の方20人　費用　保険料実費

1月17日10時から直接か電話でプラザ大師☎266-3550、 266-
3554。［先着順］

　地域のつながり再発見！　地域の活動団体の取組紹介などを行い
ます。

講師　牧岡 英夫氏（共育ひろば主宰）
内容　区内に共育ひろばを立上げ、地域福祉の
分野で幅広く活動されている牧岡氏による地域の
つながりについての講演です。

　A
ア ダ ー ジ ョ

dagioによる子どもから大人ま
で誰もが楽しめるミニコンサート♪

・ かわさき折り紙で 
川崎ゆかりのものを作ろう！

・想い出のフォトフレームづくり
・ いろんなものに変身☆ 

バルーンプレゼント！ 
※数量限定

・手作りゲームコーナー

　区内のイベントなどでつないできた
１０，０００枚の色輪っかで、大きなハートの
クローバーを完
成させます！ 
　記念撮影コー
ナーあります！

10：35～10:50

10：50～11:35

12:00～12:30 12:00～13 :00

11：40～11:55

日時　 2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　アマーレ（古

こ が く

楽アンサンブル）

定例コンサート

たくさんの輪をつないだよ♪

2 4
（土）

ひとつなぎの3つのハートは
中央、大師、田島の３地区を

象徴しています。

つくろうよコンサート2017～ vol14～

区役所地域振興課☎201-3136、 201-3209かわさき区ビオラコンサート

他にもこんな取り組みを行っています

前回優勝作品
「大師の浜～貝
やあおさを混
ぜ込んで～」

日時　 1月26日㈭12時10分
～12時50分

場所　大師支所2階会議室
出演　江口義実（フルート）、大川知子（ピアノ）

IN大師支所

江口義実 大川知子

▲ 
禅寺丸柿

▲ 
アート
バルーン

▲

川崎大師・ 
だるま

INキングスカイフロント初開催

川崎区地域包括ケアシステム普及啓発イベントちいきの輪

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。

226,819人

113,169世帯

（平成28年12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



区 版 かわさき2017（平成29）年　1月1日号　No.1152ここからかわさき区版です 02

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
☎201-3330、 201-3293

区役所保育所等・地域連携

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。2月21日㈫10時半～11時
半。藤崎保育園で。9～18カ月の子
どもと保護者。 1月23日から電話で。
［先着順］

＊川崎授産学園
〒210-0011富士見2-1-3
☎233-6361、 244-2347

教育文化会館

らくらく調理で楽しい食事
　健康づくりのための楽々クッキング
教室。2月18日～3月18日の土曜。
10時～12時。全５回。教育文化会
館で。25人。エプロン・三角巾・布巾
持参。4,000円（材料費含む）。 2
月10日（必着）までに、必要事項を記
入しハガキで。［抽選］
なかよしひろば
　人形劇団ひとみ座による一人芝居
と人形劇。3月5日㈰、11時15分～

]読み聞かせボランティア講座
　2月3日～3月3日の金曜、10時～
12時、全5回。プラザ田島で。20人。
1月17日から直接か電話で。［先着

順］

＊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

〈前期〉各種講座募集
　4月～9月に行う各種講座（ペン習
字・童謡・健康体操・カラオケ・民謡・フラ
ダンス・コーラス・ヨガ・絵手紙など）の
受講生を募集します。市内在住60歳
以上。日程・費用などの詳細はお問い
合わせください。 2月3日までに52
円の郵便ハガキと1月4日から同セン
ターで配布の申込書を直接。［抽選］

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

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
❶1月17日㈫
❷2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
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）2月の健診案内保健福祉
センター

　区内の小学５・６年生を対象とした、地球環境問題啓発ポスターコンクー
ルの最優秀賞１点、優秀賞2点、佳作27点が決まりました。入賞作品、掲
示場所などの詳細は区ホームページに掲載しています。 区役所企画課☎
201-3101、 201-3209

　川崎宿や川崎大師の歴史・文化を知り、まちを訪れる人に伝えるボランティ
アガイドを養成する講座です。ガイドに限らず、まちの歴史・文化を
知りたい人も受講できます。全回受講者には、修了証を授与します。
日時　�❶3月1日～29日の水曜、18時半～20時半❷3月12日、

19日の日曜、13時半～14時半　全７回
内容　❶講義❷現地実習
場所　❶東海道かわさき宿交流館❷川崎宿、大師道
定員　30人　費用　1,500円（資料代等）

2月20日（必着）までに、住所、氏名、年齢、電話番号
を記入し往復ハガキで。［抽選］※東海道かわさき宿交流館の
ホームページ（お問い合わせのメールフォーム）からも申し込めます

一部の公園を自転車等放置禁止区域に追加します〒210-0001本町1－8－4　☎280-7321、 280-7314

最優秀賞

優秀賞 優秀賞

渡田小学校（６年）
畠
はたけやま

山�彩
あ や な

愛さん
京町小学校（６年）
加
か と う

藤�悠
ゆ う り

里さん
渡田小学校（６年）
川
かわむら

村�真
ま ゆ う

裕さん

　障害のある人も、安心して暮らせるまちづくりを目指して活動している
川崎区地域自立支援協議会を紹介します。
　協議会では、障害のある人が日常の生活で困っていることや、障害の
ある人を支援する中で見えてくる地域の課題などについて、解決に向けた
話し合いと活動を毎月行っています。
　参加しているのは、区内の障害のある人やその家族、相談・支援機関、
福祉事業所、行政などの関係機関で、全体で集まるほかに、今年度の課
題別に、「児童委員会」「相談支援委員会」「地域つながり委員会」に分れての
活動もしています。
　「心配ごとがあるけど、どこに相談したらいいのかわから
ない」「近所に困っている人がいるけど、どうしたらいいの」
といったときは、お気軽に下記担当までご相談ください。
区役所高齢・障害課☎201-3213、 201-3291

入賞作品
決まる

環境ポスターコンクール入賞作品紹介

東海道かわさき宿交流館

かわさき歴史ガイド養成講座

障害のある人もない人も、ともに暮らす“みんなにやさしい川崎区”に
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
第5回

12時半（11時開場）。教育文化会館
で。区内在住の２歳～小学生の子ど
もと保護者50組。 １月31日（必着）
までに往復ハガキで。［抽選］

＊川崎授産学園
☎266-3550、 266-3554

プラザ大師

]宮川病院公開講座
　宮川政久院長による、生活習慣病
についての講座です。2月25日㈯、
14時～16時（受付13時半～）。60人。
プラザ大師で。 1月26日10時から
直接か電話で。［先着順］
絵本の世界を楽しもう
　「ながいながいへびのはなし」「うし
のもーさん」の絵本作家、風

か ぜ き

木一
かずひと

人氏
による講演会です。終了後にはサイ
ン会も。２月１８日㈯13時半～15時（開
場13時）。プラザ大師で。小学生以
上40人。 1月31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

]プラザ田島まつり
　1月21日㈯、22日㈰10時～15時。
プラザ田島で。地域の交流を目的に、
当館で活動しているサークルなどが

さまざまな催しを行います。21日は
おもちゃ交換会、お化け屋敷などの
体験コーナー、作品展示など。22
日は各サークル舞台発表、ザ・のんべ
～ずミニコンサート。
]元気に暮らすための健康講座
　日頃の「食」「運動」「休養」を見直し
未病を改善するためのお話と体操。
１月28日㈯、14時～15時。プラザ
田島で。75人。講師・伴

ば ん の

野裕
ひ ろ き

生（か
ながわ健康財団）。当日直接。
]元気！健康カフェはじまります
　毎月第1金曜日の10時～12時にプ
ラザ田島で行う「元気�！�健康カフェ」。
第1回は、はなまる元気塾の小田塾長
が教える関節や靭

じんたい

帯に負担をかけな
い「元気健康体操」です。2月3日㈮。
40人。100円。当日直接。

京急川崎駅

至東京至横浜

至横浜

至品川

至塩浜

至追分町

至横浜

至品川

川崎郵便局川崎郵便局

川　崎　駅
JR京浜東北線

JR東海道本線

京浜急行本線

川崎市役所

川崎区役所

東田公園東田公園

稲毛公園
川崎市消防局

川崎南町交番川崎南町交番

太田総合病院

ルフロン公園ルフロン公園

東町公園東町公園

教安寺

放置禁止区域
今回追加される
放置禁止区域
自転車等駐車場

国道15
号

京浜急行大師線

　2月1日からルフロン公園と東町公園、東田公園の入口通
路を自転車等放置禁止区域に追加します。放置禁止区域に
放置された自転車などは、即時撤去の対象となります。
区役所道路公園センター☎211-4214、 246-4909

日時　1月18日㈬14時～15時半
場所　東海道かわさき宿交流館４階
出演　金

きんげんてい

原亭駒
こまろく

六（前座）、初
は つ ね や

音家左
さ き ち

吉（二ツ目）
定員　当日先着80人

前座・二ツ目激励「お昼の落語」

初音家左吉金原亭駒六

東海道かわさ
き宿交流館公
認キャラクター
「六さん」


