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川崎区は令和4年4月に区制50周年を、東海道川崎宿は令和5年に起立400年を迎えます！
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　地域包括支援センターは、市から委託を受けた法人が運営する公的な相談機関です。社会福祉士、主任介護支援専門員、保健師などが専門性を発
揮し、チームで相談に対応します。高齢者本人はもちろんのこと、高齢者の家族や地域の人からも多くの相談が寄せられています。どこに相談したら
いいか分からないときは同センターにご相談ください。相談は無料で、自宅に訪問することもできます。知り得た情報・秘密は厳守します。

～地域包括支援センター～～地域包括支援センター～
高齢者の身近な相談窓口

さまざまな相談に応じ、一
緒に解決方法を考えます

総合相談・支援事業

　川崎区は７５歳以上の単身高齢者が市内

で最も多く住んでいます。区では認知症の

早期発見に取り組んでいます。

　認知症チェックリストを区役

所、支所、地域包括支援セン

ターなどで配布しています。

○認知症チェックリスト　

　医師など複数の専門職が認知症を疑われ

る人やその家族を訪問し、初期の支援を包

括的、集中的に行い、自立生活のサポート

を行います。

○認知症訪問支援事業

介護が必要に
なっても自宅で
暮らしたい

引っ越してきた
ばかりで家から出る
機会が少ない

高齢の親が
一人で暮らして
いるので心配

認知症のことを
相談したい

介護保険の
手続きについて
知りたい

不審な電話が
あるので
相談したい

区役所高齢・障害課☎044-201-3080 044-201-3291

名称 住所・電話・FAX 担当地域

しおん地域包括支援センター 本町1-1-1
☎044-222-7792 044-222-7796

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

恒春園地域包括支援センター 小川町10-10
☎044-211-6313 044-223-1240 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

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
☎044-201-8831 044-201-8834 大島、大島上町、中島、富士見2丁目

京町地域包括支援センター 京町2-15-6 神和ビル3階
☎044-333-7920 044-333-7938 浅田、大川町、小田2～7丁目、京町3丁目、白石町、田辺新田

地域包括支援センタービオラ川崎 小田栄2-1-7
☎044-329-1680 044-322-2553

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

桜寿園地域包括支援センター 桜本2-39-4
☎044-287-2558 044-287-2577

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

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104
☎044-270-5112 044-287-5562 池上新町、観音、大師公園、台町、中瀬、四谷上町、四谷下町

藤崎地域包括支援センター 藤崎4-20-1 矢口ビル1階
☎044-270-3215 044-270-5682 伊勢町、川中島、大師駅前、藤崎

大師の里地域包括支援センター 日ノ出2-7-1
☎044-266-9130 044-266-9131

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

お住まいの地域の地域包括支援センターへ気軽に相談してください川崎区の地域包括支援センター

こんな悩みがある人は
地域包括支援センターへ

大師の里地域大師の里地域
包括支援センター包括支援センター

地域包括支援センター地域包括支援センター
ビオラ川崎ビオラ川崎

大島中島地域大島中島地域
包括支援センター包括支援センター

伊藤愛和さん伊藤愛和さん 辺見佳子さん辺見佳子さん 和久井晃さん和久井晃さん

こんな悩みがある人は
地域包括支援センターへ

どんなことを
行っているのか、
センター長に
聞きました！！

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の作
成や、地域での集まりの場などを案内します

介護予防マネジメント事業

地域のケアマネジャーなどの専門機
関との連携を図ったり、地域の人と情
報交換会などを開催します

包括的・継続的ケア
マネジメント支援事業

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

権利擁護業務
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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・日曜、祝日9時～17時 ☎044-244-1371

▲区HP

（会場は区役所5階）２月の健診案内地域みまもり
支援センター

健診名 日程・受付時間 内容など 費用

ＨＩＶ
即日検査

❶1日㈫
❷15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
月経過した各10人

無料

❶1月18日❷2月1日
から電話で

区役所衛生課
☎044-201-3204

［先着順］

＊川崎授産学園
〒210-0001本町1-8-4

☎044-280-7321 044-280-7314

東海道かわさき宿交流館

江戸の粋に遊ぶ「今様」
　平安時代に流行した今様をお楽しみ
ください。出演：日本今様謌舞楽会。

1月15日㈯14時（開場13時半） 同
施設4階 当日先着100人 1,500円

（全席自由）。
講談de交流

　伝統的な話芸が楽しめます。出演：
一龍斎貞弥（二つ目）、宝井小琴（前
座）。 2月16日㈬14時（開場13時半）

同施設4階 100人 2月４日（必
着）までに往復ハガキで。[抽選]

＊川崎授産学園
☎044-201-3127 044-201-3209

61tisin@city.kawasaki.jp

区役所地域振興課

かわさき産業ミュージアム講座
「川崎球場の地域史」

　川崎球場の歴史を一緒に学びませ

んか？川崎球場の歴史を感じられる
見学ツアーも行います。 ２月13日
㈰14時〜16時（13時半受け付け開
始） 富士通スタジアム川崎かわQ
ホール 50人 1月17日から電話、
FAX、メールで。[先着順]
かわさき区ビオラコンサート
(出張コンサートin田島支所)

　オカリナの柔らかな音色とピアノの
アンサンブルで元気と癒やしの時間を
お届けします。出演：h

ハ ナ

ana。 2月2
日㈬12時10分〜12時50分 田島支
所３階会議室 30人 1月17日から
電話、FAX、メールで。[先着順]
川崎宿大学　田中久重のからくり人形・
発明・活動、東芝の歴史・東芝と川崎

　東芝の歴史や川崎との関係などを
学びます。 2月16日㈬14時〜15時

（開場13時半） 東芝未来科学館AB
ホール 30人 1月17日から電話、
FAX、メールで。[先着順]

＊川崎授産学園
☎044-233-6361 044-244-2347

教育文化会館

図書ボランティア活動を学校で！ 　　
　学校図書ボランティア活動の役割を

学びながら仲間と共に楽しく活動しま
しょう。 2月9日、16日、3月2日
の水曜、2月21日㈪、14時半〜16
時半、全4回 旭町小学校図書室他

15人 1月18日10時から直接か
電話で。[先着順]
和紙の折り紙でガーベラを作ろう

　ガーベラの花言葉は「希望」。色と
りどりの和紙の折り紙で「希望」の花を
一緒に作りましょう。 3月1日、8日、
15日、29日の火曜、13時半〜15時
半、全4回 同施設 15人 2,500
円 2月1日10時から直接か電話で。
[先着順]。※はさみ、定規、筆記用
具を持参してください。
やってみよう！市民講師

　他の人よりちょっと得意なこと（知
識、経験、技術、特技など）を生かし、
市民講師として地域で活躍しましょ
う。 3月5日〜26日の土曜、10時
〜12時、全4回 同施設

原則、 区内在住の10
人 2月5日10時 から電
話か区HPで。[先着順]

＊川崎授産学園
☎044-201-3210 044-201-3293

区役所地域ケア推進課

講演会「うちの子、スマホ依存!? ネット・
ゲーム・スマホにはまる子どもたち」

　子どものネット・ゲーム・スマホ依存
がテーマ。ネットやゲームの現状、子
どもに与える影響、家庭で実践でき
る対策などについて学ぶ講演会です。

講師：西村光太郎（精神科医）。 2月
19日㈯10時〜12時 オンラインか
区役所7階会議室 区内
在住の80人（オンライン）、
30人（会場） 1月17日〜
2月4日に電話か区HPで。
[先着順] 

＊川崎授産学園
☎044-333-9120 044-333-9770

プラザ田島

元気！健康カフェ 　　
　フィンランド生まれのスポーツ「モ
ルック」を体験してみませんか。 2月
4日㈮10時〜12時（開場9時半） 同
施設 20人 1月20日10時から電
話かFAXで。[先着順]
田島寄席 　　

　出演は桂歌助。プロの落語をプラ
ザ田島で。 2月20日㈰10時〜11時

（開場9時半） 同施設 40人 2月
8日10時から電話かFAXで。[先着順]

＊川崎授産学園
☎044-276-9133 044-276-9144

富士通スタジアム川崎

キッズHipHop
　初心者向けヒップホップ教室です。
未経験の子どもも大歓迎。詳細は施
設HPで。 1月〜3月の木曜、16時
〜16時45分、全12回 同施設かわ
Qホール 小学1〜2年生
25人 1月15日から電話
で。[先着順] 

区のお知らせ
申し込み方法は市版6面参照

　川崎が発祥といわれている「三角お
むすび」のレシピを募集します。書類選
考と試食会を通過した２作品は、まつり
当日に販売し、優勝作品を決定します。
優勝・準優勝・入賞作品には賞状・副賞
も。また入賞作品は、市内飲食店によ
る販売の可能性もあります。 2月18

日（必着）までに区役所・支所などで配布中の申込書（区HP
でもダウンロードできます）を直接、郵送、メールで。[選考]

　東海道に関心があり、まつり
の準備、運営などを一緒に行う
実行委員を募集します。詳細は
お問い合わせください。 1月
17日から電話、FAX、メールで。
[事前申込制]

　当日の運営ボランティアを募集
します。参加希望者を対象に３
月に説明会を開催する予定です。

1月17日から電話、FAX、メー
ルで。[事前申込制]

東海道川崎宿２０２３まつり

実行委員会委員募集 ボランティアスタッフ募集

4/3㈰
稲毛公園

　　　　　　 〒210-8570区役所地域振興課
☎044-201-3127 044-201-3209 61tisin@city.kawasaki.jp

三角おむすびレシピ募集

▲前回優勝作品
「サッパリ
おむすび」

　皆さんが思う川崎区の魅力（場所やイベントなど、
何でも構いません）を「#かわさき区の魅力」をつけて
Facebookで投稿してください。
　皆さんから寄せられた「かわさき区の魅力」

（写真やコメント含む）は今後の区制５０周年
事業で活用する場合があります。
募集期間　3月31日まで

区役所企画課☎044-201-3267 044-201-3209

　川崎区は4月に区制50周年を迎えます。そこで、区の歴史を全６回
にわたり、写真とともに振り返ります。

区役所企画課☎044-201-3267 044-201-3209

　昭和34年ごろの川崎駅前の風景。
当時は市電（路面電車）が通っていまし
た。桜川公園には市電が廃止されるま
で活躍した車両が保存されています。

◀
写
真
提
供
　

　
所
芙
美
子
氏

◀
現
在

※本連載期間中は「発見！まちのひろば」は休載します

川崎区のバズりポイント募集！！

あの頃のかわさき区（第１回）

＃かわさき区
の魅力

　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：４年
4月1日〜６年3月31日）を募集します。会議は年3回程度の開催を予定し
ています。
対象　4月1日時点20歳以上、区内在住1年以上の人（市付属機関委員
や市職員を除く）　募集人数　2人

２月10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☎044-201-
3202 044-201-3293 [選考］　

「川崎区地域福祉計画推進会議」公募委員募集

▲区HP

▲区HP

▲施設HP

▲区HP
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