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川崎区ホームページ https://www.city.kawasaki.jp/kawasaki/ ［区版］は区の情報を中心に掲載しています。

川 崎 区 は 令 和 4 年 4 月 に 区 制 5 0 周 年 を 、東 海 道 川 崎 宿 は 令 和 5 年 に 起 立 4 0 0 年 を 迎 え ま す！

044-201-3267

044-201-3209

（ 令和4年5月1日時点）

東海道かわさき宿
起立400年ロゴマーク

区制 周年
記念ロゴマーク

かわさき区

50

人口
23万 331人

2022 令和４

世帯数
12万 4,018世帯

6

6
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044-201-3113

４年度いきいきかわさき区提案事業

地域の課題をみんなで 解決!!

かわさき区 1

2018

区役所企画課☎︎044-201-3267

（平成29年8月1日現在）

000，
000人

1

1

▲詳細は
今後の市政だよりや
区HPでお知らせします

地域で活動する団体から提案を受けて、団体と区役所が協力しながら地域の身近な課題の解決に向けて取り組む
「いきい
きかわさき区提案事業」
。 今年度実施する７つの事業を紹介します。

30

044-201-3209

000，
000世帯

外国につながる高校生・若者が集い、
共生を目指す場の創出

願い事がつなぐ、
わんぱくコミュニティづくり
プロジェクト

義務教育を終えた外国につながる若者が、日本語学習などの支
援を受けられる機会が少ないことを踏まえ、日本語講座やキャリア

大師地区の子どもたちから募集した“願

支援、若者グループの育成、アートによる自己表現のトレーニン

い事”をかなえる様子を映した映像の発信

▲イベントのイメージ
（日本語講座）

や願い事から生まれたイベントの開催な
どを通して、住民同士がつながるきっか

グなどを行い、
「共生を目指す場づくり」
を目指します。
実施団体

社会福祉法人青丘社

けをつくり、より安心して暮らし、 愛着
が持てる地域づくりを進め、大師地区の

安全安心のまち・小田
「防災ポイント巡りスタンプラリー」

魅力向上や活性化を図ります。
実施団体

一般社団法人大師ONE博

大規模地震発生時に人的・物的被害が大きいと想定される
「不
燃化重点対策地区」
に指定されている小田周辺地区で、防災を
テーマにしたスタンプラリーやお楽しみ大会を開催します。 火災
延焼の抑制や避難空間の確保を目的とした防災空地の機能や役
割などを知ってもらうことで、住民の防災意識の向上を図ります。
実施団体

▲イベントのイメージ
（お楽しみ大会）

小田まちづくりクラブ

多文化共生プロジェクト
～多文化cafe～

▲昨年度の様子

外国につながる家族を理解するため、多様なルーツを持つ子ど
もの子育てや家族支援の事例を共有する場として、多文化を知る

川崎西部
花いっぱい、花を
活かしたまちづくり

パネル展示やイベント、やさしい日本語のワークショップなどを開
▲昨年度の様子

催し、多文化共生社会にふさわしい地域を築くことを目指します。
実施団体

多文化共生保育研修会

「たねダンゴ」
（多様な芽が出て花束のように花を
咲かせる、種、肥料、土で作られたもの）
の制作
や花の育成を通して、地域の担い手を育成すると
ともに、多様な地域住民の交流機会を創出し、6
年度に開催される全国都市緑化かわさきフェアも
見据え、地域の魅力や地域愛の醸成を図ります。
▲イベントのイメージ
（たねダンゴ作り）

実施団体

川崎西部まちづくりクラブ

カワサキ
STCULFES2022
若者の文化活動の区内における発信の場の創出、地域
と連携した活動の実施、認知度・イメージの向上を目的とし
て、ストリートカルチャーを発信するイベントを開催し、若
者の文化活動がメジャーなものとして定着し、表現活動を
受け入れる雰囲気が地域で醸成されることを目指します。

かわさき「心の声」プロジェクト
（K３プロジェクト）

実施団体

NPO法人CirColorsJapan

LGBTに関する音楽劇の上演や理解講座、相談交流会な
どを通して、LGBTに対する考え方を浸透させ、尊重すべき
個性であるという認識を持ってもらうことで、差別的な問題
に悩む当事者の心的開放につなげるとともに、あらゆる差
別のない、人権を尊重し合える川崎を目指します。
実施団体

一般社団法人グローバル文化協働支援センター

▲昨年度の様子

▲昨年度の様子

ここからかわさき区版です

2022（令和4）年
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大師地区複合施設・田島地区複合施設
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整備・運営基本計画（案）

～市民説明会のお知らせ～

区では、支所・いこいの家・こども文化センターを複合化した新施設の整備について検討を進めています。施設の機能や整備する諸室、運営の考
え方、９年度の供用開始に向けたスケジュールなどについて整備・運営基本計画(案)として取りまとめましたので、市民説明会を実施します。
市民文化局区政推進課☎044-200-2023

044-200-3800

▲市HP

市民説明会のお知らせ

施設整備・運営の基本方針

日時・場所 ❶６月18日㈯10時～11時

❶地域に親しまれ、誰もが気軽に立ち寄りたくなる
「地域のシンボルとなる拠点」
❷普段も、いざという時も頼りになる安全安心な
「暮らしの拠点」

田島支所３階会議室
❷６月18日㈯15時～16時

❸こどもが健やかに成長できる、誰もが元気でいられる
「笑顔の拠点」
❹交流や学びから、新たな価値が生まれる
「つながりの拠点」

大師支所２階会議室

❺世代を超えて承継される
「地域で受け継がれる拠点」

定員 各回40人［当日先着］

※整備・運営基本計画
（案）
に関する市民意見の募集は市版6面で。詳細は市HPで。

第２６回参議院議員通常選挙

「高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ 2022」

川崎フロンターレU-18を応援しよう！
！

期日前投票

参議院議員通常選挙
（投票日）
当日に投票所に行けない人は、期日前投

高校生年代最高峰のリーグである
「プレミアリーグ」
に川崎フロンターレ
U-18が初登場！
！富士通スタジアム川崎で2試合が開催されます。

票を利用してください。区の選挙人名簿に登録されている人は、告示日の
翌日から投票日の前日までに、次の３カ所の期日前投票所で投票できます。
詳細は、選挙の際に郵送する投票所入場整理券に同封されている案内

第11節 桐生第一高校戦

チラシなどでご確認ください。 投票日が

キックオフ 7月3日 ㈰17時

近づくにつれ混雑することが予想されま

第12節 大宮アルディージャ U18戦

すので、早めに投票を済ませてください。

キックオフ 7月9日 ㈯17時
入場は無料。キッチンカーなどの出店も計画していますので、ぜひスタ
ジアムにお越しください。参入初年度での優勝を目指して戦う若きフロン

区選挙管理委員会☎044-201-3124
044-201-3209

ターレの選手たちに熱い声援をお願いします。
富士通スタジアム川崎☎044-276-9133

044-276-9144

▲区役所周辺地図

あの頃のかわさき区（第6回）
川崎区は4月に区制50周年を迎えました。そこで、区

▲大師支所周辺地図

の歴史を写真とともに振り返ります。

※選挙公報は昨年の選挙に引き続き町
内会・自治会からの配布ではなく、 事
業者による全戸配布となります。

▲田島支所周辺地図

人確認書類を持参。

東海道かわさき宿交流館
＊川崎授産学園
▲市民ミュージアム所蔵

▲手前は家電量販店、奥は京急川崎駅

昭和４０年代に京急川崎駅前にプールがあったことを知っていますか？
になっています。
富士通スタジアム川崎で区制50周年を記念した写真展示を6
月30日㈭まで開催中です。また、6月25日㈯に旧川崎球場にゆ

〒210-0011富士見2-1-3
☎044-233-6361 044-244-2347

地域で子育てを楽しもう４
子育てをより楽しむため、子どもと
一緒に体験しながら学べる講座です。

日10時から電話で。
［先着順］

る講座です。オリジナルうちわやハガキ
づくりなど6講座。 ７月27日㈬、28日
㈭、30日㈯、31日㈰、8月3日㈬、6日
同施設ほか

在住の小学生各10人程度

区内

材料費

６月24日(必着)までに希望す

月12日、12月３日の 土 曜、10時 ～

る講座名も記入し往復ハガ

12時
（10月1日 の み13時 半 ～15時

キで。
［抽選］
。※1人１講座の

半）
、全５回

み応募可能。詳細は区HPで。

区内在住の３

同施設

月18日㈯14時～15時半

7月7日
（必着）
までに往復ハ

20人

▲区HP

㈫10時～12時

同施設

の60歳 以 上30人

7月12日
市内在住

6月15日から直

6

同施設

6月15日10時から電話かFAX

で。
［先着順］
。 ※平和館所蔵の川崎
大空襲の写真展示も6月１日～15日に
同施設で開催します。

ボッチャ体験教室
誰でも楽しめるスポーツ
「ボッチャ」
を体験してみませんか。

進め！自由研究
夏休みの宿題
「自由研究」
をサポートす

７月９日、９月10日、10月１日、11

同施設

1人

250円
（材料費が別途必要） 6月15

㈯、主に午前中

ができることについて考えます。

7月20日㈬14時

〒210-0026堤根34-15
☎044-233-5592 044-221-5031

〜５歳の子どもと保護者10組

教育文化会館
＊川崎授産学園

座）
。

かわさき老人福祉
・地域交流センター
＊川崎授産学園

044-201-3209

※本連載期間中は
「発見！まちのひろば」
を休載します
※次号以降も
「あの頃のかわさき区」
の連載を延長します。

申し込み方法は市版6面参照

氏の話を聞いて、平和のために私たち

ガキで。
［抽選］

也さん、村上雅則さんトークショー」
を開催します。詳細は区HPで。 ▲区HP

平和のための講演会
川崎大空襲を経験した梅津政之輔

出演：神田菫花
（真打）
、 神田伊織
（前
100人

かりの深いゲストを招いた
「さよなら照明塔企画第2弾！ 佐々木信

区のお知らせ

☎044-333-9120 044-333-9770

講談de交流
伝統的な話芸をお楽しみください。

プールのあった場所にはその後、ボウリング場ができ、現在は家電量販店

区役所企画課☎044-201-3267

プラザ田島
＊川崎授産学園

〒210-0001本町1-8-4
☎044-280-7321 044-280-7314

元気！健康カフェ
明治安田生命MY定期講座派遣講
師が相続について話します。
日㈮10時～12時

同施設

7月1

20人

6月16日10時から電話かFAXで。
［先
着順］

接。
［先着順］
。 ※初来所の場合は本
地域みまもり
支援センター

健診名

7月の健診案内 （会場は区役所5階）
日程・受付時間

内容など

費用

匿名で受けられます。
8時45分
感染の可能性がある
ＨＩＶ ❶5日㈫
~
無料
即日検査 ❷19日㈫
ときから3カ月経過し
9時45分
た各10人

❶6月21日❷7月5日
から電話で
区役所衛生課
☎044-201-3204
044-201-3291
［先着順］

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・日曜、祝日 9 時～ 17 時 ☎ 044-244-1371

