
　28年４月から２年間の任期でスタートした川崎区区民会議。
　区民会議では、２つの専門部会（右図参照）を設置し、地域
の課題解決のため審議を重ね、１年間の調査・審議内容をまと
めた報告書を作成しました。

区役所企画課
☎201-3296、 201-3209第6期川崎区区民会議中間報告書

　はぐくみの里は、地域住民の力による公園の活性化と草花や土などに触
れ合いながら住民が交流することを目的として、19年に富士見公園内に
開設されました。はぐくみの里では、年間を通して、いろいろなイベントを
開催しています。今回は「春まつり」を紹介します。
日時　5月20日㈯10時〜12時　場所　富士見公園内「はぐくみの里」
内容　❶区の花「ひまわり」の苗植え付け体験　
	 ❷サツマイモの苗植え付け体験
　　　❸田植え体験　❹ハーブティーのサービス　など
　　　※小雨決行、荒天の場合は翌日に延期

都会の中での貴重な自然との触れ合い
はぐくみの里「春まつり」

　「はぐくみの里」では、随時、ボランティアを募集しています。「はぐくみの里」
で一緒に米、野菜、花、ハーブを栽培しませんか。
　詳細はお問い合わせください。

「はぐくみの里」で一緒に育ててみませんか
～ボランティア募集～

新緑のはぐくみの里へ
出掛けよう

第６期川崎区区民会議中間報告書

　中間報告書（概要版）は区役所、支所、教育文化会館、
プラザ大師、プラザ田島などで配布する他、区ホームペー
ジでもご覧いただけます。

進めよう川崎まちづくり部会
審議テーマ ◆地域防災力の向上　◆自転車事故防止と防犯対策

◆「かわさき」の観光・文化の情報発信
主な
取り組み

「地域手作り防災マップ」や
「防災手帳」の普及　など

だれもが住みたいまちをつくる部会
審議テーマ ◆地域による見守り活動の推進　◆子育て支援の充実

◆外国人市民も住みやすいまちづくり
主な
取り組み

見守り活動事例パンフレットを
活用した地域見守り活動の展開　など

富士通スタジアム川崎（指定管理者：川崎フロンターレ）
☎276-9133、 276-9144
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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
区役所地域振興課☎201-3127、 201-3209

　「みんなが笑顔になる音楽」をテーマに素敵な音楽をお届けします。
日時	 ６月７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　T

ト リ オ・リ デ ィ

rio ridi
	 （バイオリン・ピアノ・
	 パーカッション）
曲目　「スペイン（チック・コリア）」、
	 「情熱大陸（葉加瀬太郎）」他



区 版 かわさき2017（平成29）年　5月1日号　No.1160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

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

6日㈫
20日㈫

8時45分～
9時45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
①5月16日②6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

（会場はいずれも区役所5階）6月の健診案内保健福祉
センター

東海道かわさき宿交流館

　今回は特別に真打の初
は つ ね や

音家左
さきょう

橋さんにお越しいただきます。
日時　５月１７日㈬
　　　１４時～１５時半（開場：１３時半）
場所　東海道かわさき宿交流館４階
出演　前座　柳

やなぎや

家小
こ た け

多け
　　　真打　初音家左橋
定員　当日先着80人

初音家左橋 柳家小多け

〒210-0001本町1-8-4　☎280-7321、 280-7314
毎週月曜休館（月曜が祝日の場合は開館し、直後の平日が休館）

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

カローリング体験教室
　子どもから高齢者まで気軽にでき
るスポーツ「カローリング」を体験して
みませんか。５月20日㈯10時～12
時。藤崎小学校体育館で。参加費
大人200円、子ども100円。動きや
すい服装で室内履きを持参。当日直
接。主催は川中島総合型スポーツク
ラブ。

]カローリング用品貸し出します（4セットまで）
　区内の町内会、子ども会、学校な
どの団体を対象に、貸し出しを行っ
ています。申し込み方法などの詳細
はお問い合わせください。

＊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、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。教材費800円。
❶川崎消防署…6月14日㈬9時～12
時。❷臨港消防署…6月23日㈮9時
～12時。❶❷いずれも30人。 ❶
6月1日❷6月8日から直接か電話で。

（受付時間9時～16時半）［先着順］

＊川崎授産学園
☎333-9120、 333-9770

プラザ田島

]元気！健康カフェ「元気になる健康体操！実践編」
　毎月第1金曜に開催している「元気！
健康カフェ」。今回は清水京子氏（健

第２回 前座・二ツ目激励 交流館お昼の落語

日時　５月２０日㈯１４時から（開場：１３時半）
場所　東海道かわさき宿交流館４階
出演　大森誠　定員　当日先着80人

街道シリーズ「道の理由・道の気持ち─旧東海道の地形を歩く─」

康運動指導士）による健康体操を行
います。6月2日㈮10時～12時。プ
ラザ田島実習室で。参加費100円。
動きやすい服装で。当日先着25人。

＊川崎授産学園
☎266-3550、 266-3554

プラザ大師

七夕コンサート
　バイオリン奏者の石田泰尚氏によ
るコンサートです。7月8日㈯19時
15分～20時15分（開場18時45分）。

プラザ大師で。中学生以上100人。
5月31日（必着）までに必要事項を

記入し往復ハガキで。［抽選］
今からはじめる
パソコン入門講座

　初めてパソコンに触れる人を対象
にした入門講座です。7月13日～8
月3日の木曜、13時半～16時。全4
回。産業振興会館で。全回参加でき
る14人。教材費実費。6月6日10時
から直接か電話で。［先着順］

　区内に在住、在学、在園する日本語を母語としない子どもやその保護
者のために、通訳・翻訳の支援を行うボランティアを募集しています。区内
で生活する誰もが安心して子育てができるよう力を貸してください。

区役所地域ケア推進担当☎201-3210、 201-3293

　乳幼児の保護者への情報発信と交流の場となる「かわさき区子育て
フェスタ」（10月28日㈯開催予定）を企画運営します。
日程　６月中旬から月１回程度、全６回程度
対象　全実行委員会、フェスタ前日準備、当日に参加ができる区内で
子育て支援活動をしているか、関心のある個人・団体（実行委員会時は
保育あり）

６月1日までに電話かFAX（住所、氏名、電話番号を記入）で区役
所地域ケア推進担当☎201-3210、 201-3293。［選考］

かわさき区子育てフェスタ実行委員募集

川崎区通訳・翻訳バンクボランティア募集

子育て特集
こそだてほっと・ぱぁく

　保育士による触れ合い遊びなど
が楽しめます。初回参加時のみ保
険料１人100円いただきます。
日時　主に毎月第３火曜（4月、8月
はお休み）、10時～11時　
場所　プラザ大師　
対象　３歳までの子どもと保護者　

プラザ大師☎266-3550、 266-
3554

すくすくルームたじま
　仲間づくりを目的に、保育士と
一緒に親子体操や工作を行います。
保険料など実費負担があります。
日時　６月～30年3月の主に第3火
曜、10時～12時　
場所　プラザ田島　
対象　3歳までの子どもと保護者30
組

5月16日10時 から 直 接 か 電
話でプラザ田島☎333-9120、

333-9770。［先着順］
保育連続講座「親子であそぼう」

　親子で、工作や看護師による救急
処置などを楽しみながら学びます。
日時　6月28日㈬、30日㈮、7月4
日㈫、6日㈭、10時～10時45分。
全４回。
場所　東小田保育園
対象　１歳～就学前の子どもと保護
者13組

5月29日から電話かFAXで区役
所保育所等・地域連携☎201-3330、

201-3293。[先着順]
ファミリー講座

　童謡を中心としたコンサートの
他、地域の人と楽しく遊びませんか。
日時　6月17日㈯9時半～11時半
場所　地域子育て支援センターむか
い
対象　就学前の子どもと保護者、地
域の人など40組

5月22日から電話かFAXで。地
域子育て支援センターむかい☎、
244-7730
パパも一緒に！ジョイフルサタデー

　土曜のひとときを家族みんなで楽
しく過ごしませんか。手作りゲーム
コーナーや手形スタンプコーナー、
育児・栄養相談などの他、各園で催し

（要予約）もあり、親子で楽しめる内
容です。就学前の子どもと保護者、
これからママ・パパになる方も対象で
す。詳細はお問い合わせください。
○ジョイフルサタデーふじさき＆れ
いもんど
日時　6月3日㈯9時半～12時　
場所　藤崎保育園　
内容　保育士によるリズム遊び（要
予約）❶9時50分～10時10分❷10
時20分～10時40分
対象　❶歩ける子どもと保護者20
組❷歩かない子どもと保護者20組

5月16日から電話（受付時間9
時～16時半）で地域子育て支援セン
ターふじさき☎、 211-1357。［先
着順］
○ジョイフルサタデーおおしま
日時　6月10日㈯9時半～12時　
場所　大島保育園　
内容　人形劇団「めるへん」による
人形劇（要予約）
対象　就学前の子どもと保護者な
ど30組

5月22日から電話（受付時間
9時～17時）で大島保育園☎、
222-7252。[先着順]
○ジョイフルサタデーしんちょう
日時 6月24日㈯
 9時半～12時
場所　新町しほかぜ
 保育園

新 町しほ か ぜ 保 育 園 ☎223-
8818、 223-8845


