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　地域包括支援センターは、高齢者の皆さんが住み慣れた地域で安心して生活が送れるように、保健師・看護師、社会福祉士、主任ケアマネジャー（主任介護
支援専門員）などの専門職が、介護・福祉・医療などさまざまな面から総合的に支援します。相談は無料です。

介護よろず相談は“地域包括支援センター”へ

川崎区の地域包括支援センター

さまざまな相談にのります

介護予防に取り組みます 地域で高齢者を支えます

権利を守ります
　介護、介護予防、医療、福祉、生活、認知症での困りごとなど、さま
ざまな相談にのり、必要な制度や関係機関を紹介します。

　要支援の認定を受けた高齢者が介護予防サービス
を利用するための介護予防ケアプランを作成したり、
地域の体操教室などを紹介したりします。

　高齢者の皆さんが、安心して暮らせるよう、地域
のケアマネジャーなどと連携し、地域の皆さんと情
報交換会などを開催します。

　高齢者に対する不適切な介護や虐待、消費者被害の未然防止や早期発
見に努め、関係機関と連携して対応します。

　介護認定を受けるため、区役所へ申請が必要です。
本人や家族が申請できない場合は、申請の代行をします。

　高齢者向けに開催し
ている地域の体操教室
などを紹介します。

　地域のケアマネジャーと
一緒に、住み慣れた地域
での生活が継続できるよ
うにお手伝いします。

お住まいの地域の地域包括支援センターへお気軽にご相談ください

区役所高齢・障害課☎201-3080 201-3291

名称 住所・電話・FAX 担当地域
恒春園地域包括支援センター 小川町10-10☎︎211-6313 223-1240 池田、小川町、貝塚、京町1・2丁目、下並木、堤根、日進町、南町、元木
地域包括支援センタービオラ川崎 小田栄2-1-7☎︎329-1680 322-2553 小田1丁目、小田栄、渡田、渡田新町、渡田東町、渡田向町、渡田山王町
京町地域包括支援センター 京町2-15-6 神和ビル3階☎︎333-7920 333-7938 浅田、大川町、小田2～7丁目、京町3丁目、白石町、田辺新田

しおん地域包括支援センター 本町1-1-1☎︎222-7792 222-7796 旭町、砂子、駅前本町、榎町、境町、新川通、鈴木町、東田町、富士見1丁
目、堀之内町、本町、港町、宮前町、宮本町

大島中島地域包括支援センター 中島2-3-2 川崎沖縄県人会館101
☎︎201-8831 201-8834 大島、大島上町、中島、富士見2丁目

桜寿園地域包括支援センター 桜本2-39-4☎︎287-2558 287-2577 浅野町、池上町、追分町、扇島、扇町、鋼管通、桜本、田島町、浜町、南
渡田町

藤崎地域包括支援センター 藤崎4-20-1 矢口ビル1階☎︎270-3215 270-5682 伊勢町、川中島、大師駅前、藤崎

大師中央地域包括支援センター 大師駅前1-1-5川崎大師パークホームズ1階
☎︎270-5112 287-5562 池上新町、観音、大師公園、台町、中瀬、四谷上町、四谷下町

大師の里地域包括支援センター 日ノ出2-7-1☎︎266-9130 266-9131 浮島町、江川、小島町、塩浜、昭和、田町、大師河原、大師町、大師本町、
千鳥町、出来野、殿町、東扇島、東門前、日ノ出、水江町、夜光

総合相談・支援

介護予防ケアマネジメント 包括的・継続的ケアマネジメント支援

権利擁護

野沢明弘さん
藤崎地域包括支援センター

赤塚幸子さん
恒春園地域包括支援センター

主任ケアマネジャー

保健師・看護師

社会福祉士
穴澤幸子さん

桜寿園地域包括支援センター

稲生美佐子さん

介護保険のサービスを利用するには
どのようにしたらよいでしょうか？

今は元気だけど、将来が心配。
介護予防のために気軽にできることはありますか。

病院から退院した後、一人暮らしなので、
自宅で生活できるか心配です。

近隣の高齢者が、
家族から怒鳴られているようで心配です。

総合相談

体操教室 情報交換会

虐待相談

私た
ちにご相談ください!!

　心配な高齢者がいる場合は、ご相談ください。
区役所と連携して支援します。
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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

かわさき区ビオラコンサート
●出張コンサートin大師支所…

C
ク ラ リ ッ サ  

larissa(バイオリン&ピアノのデュオ)
によるランチタイムコンサート。曲目：
ベートーヴェン：ヴァイオリンソナタ ５番

「春」、ハンガリー舞曲、亜麻色の髪
の乙女。 2月19日㈮12時10分～
12時50分 大師支所２階会議室
●定例コンサート…西野宏氏(トラン
ペット)と山下美帆(ピアノ)氏によるラ

ンチタイムコンサート。曲目：いい日
旅立ち、ルビーの指環、瀬戸の花嫁。

3月3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
☎233-6361 244-2347

教育文化会館

心が通じ合うコミュニケーション
を学ぼう

　大切な人たちと笑顔で過ごすため
のコミュニケーションのヒントを学びま
す。 3月13日、20日、27日の土曜、
10時～12時、全3回 同施設 8
人 2月17日10時から直接か電話で。

［先着順］

＊川崎授産学園
☎266-3550 266-3554

プラザ大師

発達障害をもつ子どもとの生活
　発達障害のある人を招いて、子と
保護者それぞれの立場の「これから｣
を考えます。講師・すずきようこ氏(川
崎南部就労援助センター ) 3月6日
㈯10時～11時半 同施
設 30人 2月16日10
時から電話か区HPで。［先
着順］ 

シニアの社会参加支援事業
「わたしたちが"いま"知りたいこと」
　ハザードマップの見方や認知症予
防などについて学びます。 2月27
日㈯、3月2日、16日、30日の火曜、
14時～15時半、全4回 同施設 お
おむね50歳以上20人 2月17日10
時から電話で。［先着順］

＊川崎授産学園
☎333-9120 333-9770

プラザ田島

講演会
　沖縄の食と文化について。講師・
高山厚子氏(沖縄料理研究家)。 3
月14日㈰14時 ～15時 半(開 場13時
半) 同施設 20人 3月3日10時か
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

麦わら細工を作ろう
　麦わらを使って、絵ハガキ２枚と馬
を作ります。 3月14日㈰13時～16
時半 同施設4階 40人 500円
3月4日(必着)までに往復ハガキで同
施設。［抽選］

健診名 日程・受付時間 内容など 費用

ＨＩＶ
即日検査

❶ 2日㈫
❷16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
経過した人、各10人

無料
❶2月16日❷3月2日

から
電話で区役所衛生課
☎201-3204［先着順］

（会場は区役所5階）3月の健診案内地域みまもり
支援センター

「かわさき区子育てフェスタ」 実行委員募集

川崎区企業市民交流事業推進委員会 市民委員募集

　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」(9月4日㈯開催予定)の企画、運営などを行う実行委員を募集します。
資格　 20歳以上(4月1日時点)で、次のいずれかを満たす人
　　　・区内在住1年以上で子育て支援に関わる活動を行っている
　　　・区内で子育て支援に関わる活動を3年以上行っている
　　　※市附属機関委員や市職員は応募できません
募集人数　2人　実行委員会　全3回予定（第1回は5月下旬予定）。保育あり

3月12日（必着）17時までに住所、氏名・ふりがな、性別、生年月日、電話
番号、職業、職歴、子育て支援活
動経験、応募理由を記入(書式自
由)し直接か郵送で〒210-8570
区役所地域ケア推進課☎201-
3203 201-3293 ［選考］

　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の企画提案や
課題検討などを行う委員を募集します。
資格　区内在住・在勤・在学の18歳以上(4
月1日時点)
募集人数　2人程度
任期　4月1日～5年3月31日

2月26日(必着)17時までに住所、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、小論文「川崎区がこうなったらいいなと今思っていること」(800
字以内)を記入(書式自由)し、直接か郵送で〒210-8570区役所地域振興課
☎201-3136 201-3209 ［選考］

カルッツかわさきスポーツ・文化教室 参加者募集
　4月から始まる連続講座の参加者を募集します。他の講座は区役所などで
配布中のチラシや施設HPで。
教室名 初回日程 時間 回数 参加料 対象・定員

姿勢改善体操 4月2日㈮11時半～12時半 10回 7,900円 16歳以上25人
ボディメイク
体操 4月2日㈮ 12時40分

～13時40分10回 7,900円 16歳以上25人

親子フィット
リトミック 4月2日㈮ 9時10分

～10時10分10回 7,900円 8カ月～1歳5カ月の
子どもと保護者10組

2月25日(必着)までに教室名、住所、氏名・ふりがな、電
話番号、年齢(4月1日時点)、市内在勤・在学の場合はその旨も
記入し往復ハガキか施設HPで〒210-0011川崎区富士見1-1-4
カルッツかわさき☎222-5211 222-5122 ［抽選］
※定員に満たない場合は3月21日10時から先着順で直接受け付け

▲施設HP

かわさき区魅力発見！！宝物ウォーキングツアー
　旧東海道沿いの名所を中心に、歴史ガイド
付きで巡ります。地域の魅力を知りながら、楽
しく健康づくりをしてみませんか。
日時　2月27日㈯10時～12時（集合9時半）
集合場所　かわさき きたテラス前　
定員　20人　費用　50円
コース  川崎浮世絵ギャラリー → 小土呂橋 → 佐藤本陣 → 六郷の渡し → 

真福寺 → 稲毛神社 → 東海道かわさき宿交流館
協力　かわさき歴史ガイド協会

2月15日から氏名・ふりがな、電話番号を記入しFAXかメー
ルか電話で区役所地域振興課☎201-3127 201-3209
61tisin@city.kawasaki.jp ［先着順］ ▲区HP

発見！ Vol.16

　スケートボードなどの共通の趣味を持つ人々が集まり、スポーツを楽しむ
ことができる公園です。スケートボードは今年東京で開催を予定しているオ
リンピックから採用された新競技で、若者を中心に注目されているスポー
ツです。気軽に足を運んでみませんか。
※ルールやマナーを守ってご利用ください
利用種目　スケートボード、BMX、
　　　　　インラインスケート
住所　大師河原1丁目3
時間　9時～17時(1月～2月、11月～12月)
　　　9時～18時(3月～4月、9月～10月)
　　　9時～19時(5月～8月)
休園日　年末年始、施設点検日(不定)
※駐車場はありません

区役所企画課☎201-3267 201-3209

大師河原公園（スケートボードパーク）

▲区HP

京急大師線

至浮島国道409号
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