
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。

区役所職員を名乗りATMで手続きをさせる還付金詐欺が多発しています。不審な電話は警察署まで 川崎警察署☎222-0110、川崎臨港警察署☎266-0110

23万1,633人 11万8,399世帯（平成31年1月1日現在）

122019 31

2かわさき区

000，000人 000，000世帯（平成29年8月1日現在）

112018 30

1かわさき区

人口 世帯数

　市では、「これからのコミュニティ施策の基本的考え方」(3月末策定予定)の検討を進め、多様な主体が連携
した「市民創発※」による持続可能で暮らしやすい地域の実現を目指しています。
　「川崎区つながるまちづくり大会議」では、「考え方」素案を紹介するとともに、100人の参加者でワイワイガ
ヤガヤと巨大な地図にお気に入りの場所を書きこんだり、川崎区を暮らしやすくするアイデアを出し合います。
　まちのことをもっと知りたい、地域で知り合いを増やしたい、自分の活動を広く発信したい、自分の力をま
ちづくりに生かしたいなど、川崎区というまちに興味のある人の参加を募集します。

※市民創発…さまざまな個人や団体が出会い、それぞれの思いを共有・共感することで生まれる相互作用に
より、これまでにない活動や予期せぬ価値を創出すること

対象・定員　中学生以上100人
応募方法　２月２８日までに氏名・ふりがな、年齢、住所、電話番号、メールアドレス、応募動機（任意）
を記入しＦＡＸ、メールで。または区ＨＰ応募フォームで。［抽選］。保育希望者は応募時に要申し込み

区役所企画課☎201-3267 201-3209 61kikaku@city.kawasaki.jp

イラストデザイン　オキ・ジュンコ
　区在住のイラストレー
ター。動物などをカラフル
かつポップに描き、店舗壁
画なども手がける。

最新情報は区ＨＰかFacebookで

区ＨＰ・応募フォーム
やさしい日本語、多言語対応

Facebookイベントページ
こちらからの応募はできません
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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（かわさき きたテラス：アトレ川崎３階）へ。平日7時半～19時、土日・祝日9時～17時 ☎244-1371

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

❶5日㈫
❷�19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
❶2月19日❷3月5日
から電話で
区役所衛生課
☎201-3204［先着順］

1歳児
歯科
健診

22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
3月19日までに電話で
区役所地域支援担当
☎201-3212［事前申
込制］

（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

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
☎201-3127 201-3209

区役所地域振興課

市民活動のためのＳＮＳ入門講座
　インスタグラムやツイッターなどの
各種ＳＮＳの特徴や使い方などを学び
ます。※各自スマートフォンなどを持
参 3月6日㈬14時～16時（開場13
時半） 教育文化会館第2学習室 当
日先着20人。
かわさき区ビオラコンサート

　出演：アマーレ（古楽アンサンブル）。　
曲目：聖母巡礼歌、おお輝ける乙女他。

3月6日 ㈬12時10分 ～12時50分
市役所第

3庁舎1階ロ
ビー。

＊川崎授産学園
☎各記事に記載 201-3293

区役所地域支援担当

プレママランチ会
　プレママ同士で料理を作り、楽しく
ランチをしませんか。妊娠期の食事や
歯のブラッシング法、産後の手続き
について学べます。三角巾、エプロン、
布巾持参 3月28日㈭9時半～13時
40分 区役所５階 第１子妊娠中の
母親15人 食材料実費 2月18日か
ら直接か電話で☎201－3212 ［先着
順］
お寺de市民向け認知症サポーター
養成講座

　認知症について正しく知り、認知症
の人を見守る応援者を養成する講座
です。 3月19日㈫10時半～12時

円能院(小田1-25-12) 市内在住・

在勤の50人 2月15日から直接か電
話で☎201-3206 ［先着順］

＊川崎授産学園
☎201－3213 201-3291

区役所高齢・障害課

統合失調症家族教室
　統合失調症の治療や家族の対応に
ついての講話と家族会の紹介など。

2月26日～3月12日の火曜、10時
～12時、全3回 区役所3階 家族
に統合失調症患者がいる、全回参加
できる区内在住の20人 2月15日か
ら電話かFAXで。［先着順］

＊川崎授産学園
〒210-0001本町1-8-4

☎280－7321 280－7314

東海道かわさき宿交流館

講談会de交流
　前座(田辺いちか)、真

しんうち

打（一
いち

龍
りゅう

斎
さい

貞
てい

橘
きつ

）による講談 2月20日㈬14時～
15時半（開
場13時半）

同館4階
当 日 先

着100人。

江戸時代の粋に遊ぶシリーズ「詩吟」
　詩吟ユニッ
トx

し え

ièによる実 
演。 2月16 
日㈯14時～ 
15時半(開場
13時半) 同
館4階 1,500円 当日先着100人。

＊川崎授産学園
☎233-6361 244-2347

教育文化会館

第40回教文まつり
　同館で活動しているサークルが、日
頃の活動成果を発表します。 ❶書道・

俳句・写真などの作品展示…2月26日
～3月3日、10時～16時(26日は13時
～16時)❷歌・社交ダンス・朗読などの
舞台発表…3月3日㈰13時～17時❸
お抹茶席…3月3日㈰11時～（なくな
り次第終了） 同館 ❸のみお茶・お
菓子代200円。

＊川崎授産学園
☎333-9120 333-9770

プラザ田島

家庭・地域教育学級公開講座
　西野博

ひろゆき

之氏(フリースペースたまりば
理事長)による子育てに関する講演。
2月21日㈭10時～12時(開場9時半)
プラザ田島 当日先着65人。
田島寄席（特別編）

　出演：桂
かつら

米
よね

多
た

朗
ろう

による落語。 3月
8日㈮19時～20時(開場18時半) プ

ラザ田島 当日先着65人。

＊川崎授産学園
〒210-0011富士見1-1-4

☎222-5211 222-5122

カルッツかわさき

スポーツ・文化教室参加者募集
　❶グループファイト❷旅先で役立つ
イタリア語入門コ―ス３ ❶は4月4日
からの木曜、20時15分～21時15分
❷は4月18日からの木曜、10時半～
12時、全8回 カルッツかわさき ❶
は1回500円❷は7,500円 ❶は16
歳以上、当日先着40人❷は16歳以上
20人 ❷のみ2月24日
(必着)までに必要事項
を記入し往復ハガキか
同施設HPで。［抽選］

川崎ブレイブサンダース ホームゲーム区民招待
　区民の皆さんを川崎ブレイブサンダースの
ホームゲームに招待します。コートが近く、スピー
ド感のある試合が魅力です。チアや音楽・光の演
出、アリーナグルメなどもお楽しみいただけます！
日時　 ❶３月１３日㈬１９時０５分試合開始
　　　❷４月３日㈬１９時０５分試合開始
対戦　 ❶横浜ビー・コルセアーズ
　　　❷三

さ ん え ん

遠ネオフェニックス
場所　とどろきアリーナ
対象　各日区内在住の100人
❶２月２７日❷３月２０日（必着）までに往復ハガ

キに氏名・ふりがな、住所、電話番号、希望日、観戦人数（４人まで）、返
信宛名面に返信先の住所（記載がないと無効）を記入し〒212-0013幸区
堀川町580番地ソリッドスクエア東館４階㈱ＤeNA川崎ブレイブサンダー
スチケット部川崎区民招待受付担当、または
応募用ＨＰで。［抽選］。❶３月６日❷３月２７日
までに結果を連絡します。

区役所地域振興課
☎201-3231 201-3209 応募用HP▶ 4月3日三遠戦3月13日横浜戦

＃33 長谷川 技
たくみ

田辺いちか 一龍斎貞橘

京急大師線連続立体交差事業について…建設緑政局道路河
川整備部道路整備課☎200-2723 200-7703
切り替え工事及び当日の列車運行について…京急ご案内セン
ター☎03-5789-8686／045-441-0999

　運休時間は、工事の進
し ん

捗
ちょく

により前後する場合があります。工事終了後、運転を再開しま
す。※バス代行輸送の詳細は、2月上旬に市HP、京急電鉄㈱HPの他、京急大師線各駅
構内のポスターなどでお知らせします

　企業と市民が協働のまちづくりを推進する川崎区企業市民
交流事業について、企画提案や課題検討などを行います。
募集人数・任期　２人程度・４月１日～平成33（2021）年３月３１日
資格　区内在住・在勤・在学の１８歳以上
選考方法　書類選考

2月２８日（消印有効）までに住所、氏名（ふりがな）、電話番号、生年月
日、職業、主な職歴、地域での活動経験、応募理由を記入し、小論文「川
崎区らしい企業と地域団体との協働とは」（８００字以内）を添えて直接か郵送
で〒２１０－８５７０区役所地域振興課☎201-3136 201-3209 ［選考］

京急大師線全線が運休し、バス代行輸送を実施します！

　市では、市民生活の安全確保などに向け、鉄道の連続立体交差事業を推進していま
す。今回の地下化切り替え工事では、３カ所の踏切を除去し道路交通の円滑化などを
図ります。また、産業道路駅の上下線ホームの地下化により、改札口からホームへの
通行ルートが変わります。改札口の場所に変更はありません。

京急大師線（東門前駅～小島新田駅間）が３月３日㈰から地下化します！

3/3㈰
始発～10時頃まで

各種教室案内

川崎区企業市民交流事業推進委員会 市民委員
募集
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