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顔の見える関係へ

人口
23万 3,198人

（ 令和元年12月1日現在）

世帯数
12万359世帯

８つの町内会が合同で、例年１1月に

小学校屋上へ避難する
「津波避難訓練」
会議にて災害時の対応を協議しました。

▲

津波避難訓練
の様子

大島4丁目町内会
（大島地区連合町内会）
藍原会長

いざというときに備えて、10年
以上訓練を行っています。訓練を
通じて顔の見える関係を築ければ
よいと思っています。

池上新町町内会

住みやすいまちとなるようさまざまな取り組みを行ってい

区役所地域振興課☎２０１-３１３３ 201-3209

000，
000人

000，
000世帯

交流

浅田１・２丁目町内会

「あいさつ運動」
の推進
地 域 のイベントなどで

積極的にあいさつを行い、
地域の輪が広がるよう取

り組んでいます。

▲
「あいさつ、えんぴつくん」
浅田小学校児童作
あいさつ運動推進キャラクター

地域と小学校が協力し合い、
あいさつを増やすことで、顔の
見える関係を築き、防犯と地域
住民の交流、子どもの育成など
を目指しています。

浅田１・２丁目町内会
岸会長

東日本大震災をきっかけに
「世代を超えた支え合いと絆」を
テーマに取り組みを始めまし
た。見守り活動の他にも誰でも
楽しく参加できる行事開催や、
なんでも気軽に相談できる地域
づくりを目指しています。

区民の声
町内会に加入して地域の人
とつながり、顔見知りができ
ました。災害時の避難場所な
どの情報も得ることができ、
なにより家族でお祭りなどの
地域イベントに参加できるの
が楽しいです。

▲プレゼント作成中の様子

見守り・つながりの輪
一人暮らしの高齢者や災害時に避難が困難な
要援護者などを地域で見守るため、老人クラブ
が心をこめて作ったプレゼントを手土産に高齢者
宅への訪問活動をしています。
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ます。 今号では、区内９6の町内会・自治会から３つの取
2018
30
1 1
り組みを紹介します。

（平成29年8月1日現在）

を実施しています。今年度は避難所運営

1

1

町内会・自治会では、 人と人とのつながりをつくり、

かわさき区 1
地域

（大島地区連合町内会）

助け合う気持ちが大事

福祉

～町内会・自治会の取り組み～

防災

大島4丁目町内会

2020 令和２

池上新町町内会
浦野会長

東門前3丁目町内会
椿さん家族

いざというとき、町内会・自治会の協力が必要なときがあります。

自治会設立を検討している場合は…

マンション・アパートにお住まいの人も、町内会への加入や自治会設立

近隣町内会との調整や自治会設立の方法について相談を受

について考えてみませんか。

け付けています。
詳細は、区役所か大師・田島支所までお問い合わせください。

町内会に加入するには…

区役所地域振興課☎２０１-３１３３ 201-3209

地域の町内会・自治会の役員に連絡してください。 役員がわからない場合

大師支所区民センター☎２７１-０１３７ 271-0124
田島支所区民センター☎３２２-１９６８ 322-1991

は、区役所か大師・田島支所までお問い合わせください。

かわさき区ビオラコンサート
区役所地域振興課☎201-3127
定例コンサート
日時

 月5日 ㈬12時10分
2
～12時50分
場所 市役所第3庁舎1階ロ
ビー

出演 あきえりこ
（フルート・ピアノ）
曲目 なごり雪、レット・イット・ゴー 他

201-3209

出張コンサート
日時

1月22日㈬12時10分

～12時50分
場所 川崎自立会地域交流
室
（浅田1-4-2）
カ リ ヨ ン ・ ジ ュ・ ヴ ェ ン ト
出演 Carillon de Vent
曲目 恋は水色、上を向いて歩こう 他

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

日時

2月12日㈬12時10分

～12時50分
場所 LiSE
（殿町3-25-13）
１階会議室
出演 荒井伝太

曲目 All of Me、俺たちに明日はある 他

川崎警察署☎222-0110、川崎臨港警察署☎266-0110

ここからかわさき区版です
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カルッツかわさき 1月開講

新規スポーツデー教室

夜間で初のレッスン型スポーツデープログラム。講師は、バレトンインス

〒210-8570区役所地域振興課☎201-3127
201-3209 61tisin@city.kawasaki.jp

トラクターの山形志穂氏。
①バレトン フィットネス・バレエ・ヨガの要素を組み合わせたプログラム。シ

三角おむすびレシピ募集

ンプルでダイナミックな動きを音楽に合わせて行います。

川崎が発祥といわれている
「三角おむす

②美ボディメイク 簡単な有酸素運動ときれいなボディーラインをつくるた

び」
のレシピを募集します。 選考で選ばれた2作品は、まつ

めのエクササイズを組み合わせたプログラム。※室内シューズ持参。

り当日に販売され、購入者の投票で優勝作品を決定。入賞

日時 毎週水曜
（第3水曜を除く）
❶19時15分～20時❷20時15分～21時

作品には賞状と副賞の進呈の他、市内飲食店での販売に向

前回優勝作品
「カリカリ梅の
けた広報などを行います。 2月20日(必着)までに区役所・ バター醤油
支所などで配布中の申込書を直接、郵送、メールで。
［選考］ おむすび」

場所 カルッツかわさき武道室
定員 当日先着❶30人❷40人 対象 16歳以上
費用 各300円
（高校生は学生証提示で150円）
受け付け 地下スポーツ受付で、❶は18時45分から❷は19時45分から

フリーマーケット出展者（32区画）募集

カルッツかわさきスポーツ施設担当☎222-5211

参加費無料、その他出店条件などの詳細はお問い合わせください。

222-5122
（9時～

21時半）

2月28日(必着)までに区役所、支所、区HPなどで配布中の申込書を直接、
郵送、メールで。
［抽選］

実行委員会委員募集
東海道に関心があり、まつりの

当日の運営ボランティアを募集し

準備、運営などを一緒に行う実行

ます。 参加希望者を対象に3月に

委員を募集します。 詳細はお問い

説明会を開催する予定です。

合わせください。

月6日までに電 話、FAXで。
［事 前

3月6日までに

「川崎区地域福祉計画推進会議」
公募委員募集

ボランティアスタッフ募集

誰もが安心して暮らせる地域を目指し、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
（任期：2年4月1日～4年3月31日）
を募集します。

3

会議は年3回程度開催予定。
資格 4月1日現在20歳以上で、区内在住1年以上の人
（市附属機関委員や

申込制］

電話、FAXで。
［事前申込制］

市職員を除く） 募集人数 2人
２月14日
（必着）
までに住所、氏名、性別、生年月日、電話番号、区民となっ

区保育・
子育て総合支援センター
＊川崎授産学園

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

☎201-3319 211-0637

☎201-3216 201-3293

絵本読み聞かせ体験など。

楽しく体を動かす認知症予防運動、
栄養と歯の講座。

家事を学び、パートナーとのコミュ

ボランティア活動で生かせる講話や

いこいの家健康講座
❶2月10日、17

域の保健・福祉活動について」
（800字以内、書式自由）
を添えて直接か郵送で
〒210-8570区役所地域ケア推進課☎201-3202

ボランティア育成講座
『絵本の世界を楽しもう』

区役所地域支援課
＊川崎授産学園

た年月、職業、職歴、地域活動経験、応募理由を記入
（書式自由）
し、小論文
「地

1月29

3月7日 の 土 曜、10時 ～12時(22日

全2回

は13時まで)、 全5回

1月28日までに

同館

日の月曜、10時～11時半、全2回❷

電話か直接。
［事前申込制］

ら50歳程度の男性

2月6日、13日の木曜、13時半～15

潜在保育士・学生対象講座
『保育士の仕事を体験しよう』

日10時から電話で。
［先着順］

❶小田いこいの家❷大

時、全2回
師いこいの家

区内在住の65歳以上

各20人 1月15日から電話かFAXで。

絵本読み聞かせ体験、保育園や子
育て支援センターでの実習、相談会
など。

［先着順］

同センター

区役所高齢
・障害課
＊川崎授産学園

たい人

医療・介護セミナーを開催します

1月28日までに電話か直接。

［事前申込制］

❶血管年齢などの健康測定❷在宅
療養についての講演

潜在保育士、保育士に

なりたい人、子育てに関する仕事をし

☎201-3080 201-3291

教育文化会館
＊川崎授産学園

2月8日㈯❶

45分) カルッツかわさき大・中会議室

1月16

2月12日～3月11日の
同館

び×まなび→カワサキげんきプロジェクト」
をご存

2月2日 ㈰14時 ～15時 半(開 場13
時半)

同館

当日先着65人。

元気！健康カフェ
日㈮10時～12時(開場9時半)

同館

着順］

当日先着50人

プラザ大師
＊川崎授産学園

100円。

かわさき老人福祉・地域交流センター
＊川崎授産学園

☎266-3550 266-3554

2月4日、2月

〒210-0026堤根34-15
☎233-5592 221-5031

＜前期＞講座受講生募集
4月～9月に行うカラオケ、デジカメ、
ペン習字、ヨガ、健康体操、童謡な

18日～3月10日の火曜、10時～12時、

どの講座受講生を募集します。

全5回

センター

同館

20人

500円

1月

15日10時から電話か直接。
［先着順］

60歳以上

同

2月3日までに

63円のハガキと申込書を直接
（平日9
時～16時）
※詳細は同センターで配布
中の申込書で。
［抽選］

地域みまもり
支援センター

める企画を開催しています。11月にはベビーマッ

2月の健診案内 （会場はいずれも区役所5階）

健診名

サージ体験と小児科医からアレルギーについて
ワンコインママカフェの様子

ンコインママカフェ」
を開催しました。本プロジェクトを通して、交流しながら
健康について考えてみませんか。今後の企画開催予定は両院HPで。
区役所企画課☎201-3267

沖縄の食文化から健康を考えます。

1月15日10時から電話か直接。
［先

こそだてママカレッジの様子

が合同で、健康について楽しみながら知識を深

稚園に入園前のママ同士が気軽に交流できる
「ワ

当日先着65人。

2月7

したい人向けの講座。

知ですか。暮らしやすい街づくりを目指して両院

学ぶ
「こそだてママカレッジ」
、子どもが保育園・幼

（ボーカル）
によるジャズコンサート。

毎日の献立づくりのお話。

バルーンアートでボランティア活動を

川崎協同病院と総合川崎臨港病院による
「あそ

ル

区 内 在 住・在 勤の50歳 以 上20人

バルーンアートでボランティア
はじめよう

Vol.7

マ

沖縄講話

水 曜、10時～12時、 全5回

男の料理・洗濯・整理整頓術

発見！

カ

水岡のぶゆき
（ピアノ）
とCAMARU

半） 同館

自分の知識や経験、技術や特技な
験します。

まちの音楽家たちのミニコンサート

1月19日㈰14時～15時
（開場13時

あなたの「できること」
教えてください講座

☎233-6361 244-2347

13時半～15時❷15時～ (開場14時

500円

30か

ど
「できること」
を発表し、お互いに体

１月29日㈬10時～15時

☎333-9120 333-9770

2月8日㈯、16日㈰、22日〜

日 ㈬、2月5日 ㈬、10時 ～11時 半、
同センター

プラザ田島
＊川崎授産学園

ニケーションのきっかけをつくりましょ
う。

201-3293［選考］

201-3209

※
「まちのひろば」
とは、誰もが気軽に集える出会いの場です

くらしに ひつような じょうほうを ７つの ことばで おしらせします。

日程・受付時間
❶
ＨＩＶ
4日㈫ 8時45分～
即日
❷
9時45分
検査
18日㈫
1歳児
28日 8時45分～
歯科
㈮ 10時
健診

内容など
費用
匿名で受けられます。
感染の可能性がある
無料
ときから3カ月経過
した10人
区内在住の１歳３カ月
未満で歯のことで気に 無料
なることがある乳幼児

❶1月21日❷2月4日から
電話で区役所衛生課
☎201-3204
［先着順］
2月26日までに電話で
区役所地域支援課
☎201-3212
［事前申込制］

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。
区役所地域支援課☎201-3214 201-3293
かわさきくたげんご

検索

区役所企画課☎ 201-3296

201-3209

