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啓発活動
　防災講座や住民同士の話し合
いを通じて、地域で災害や避難に
ついて共通理解を深めています。

防災点検
　浸水や倒壊の恐れのある場
所など、町中にどんな危険が
あるかを確認し、防災マップな
どを作って日頃から安全・安心
な環境づくりに努めています。

防災訓練
　日頃から、消火訓練や救
出・救助訓練などの防災訓練
を実施しています。

平常時の
活動

災害時の
活動

避難所の運営
　協働による指定避難所の
開設・運営を行います。

情報収集・
安全点検
　避難者への情報
提供や危険箇所な
どの安全点検を行
います。

初期活動
　発災時は、救助活動、避
難者の誘導、住民の安否確
認を行います。

「自主防災組織」を知っていますか？
9月1日は防災の日

　災害が起きたときに、真っ先に駆けつけて助け合うことができるのは、身近な地域の人たちです。災害が大きくなればなるほど、地域の助
け合いが重要になってきます。
　自主防災組織とは、町内会やマンションの管理組合などの身近な地域の人たちで結成されていて、地域防災の基盤として、住民と一体になっ
て防災活動や災害時の助け合いに取り組んでいる団体です。今回は、自主防災組織の平常時と災害時の活動について紹介します。

区役所危機管理担当☎︎044-201-3327 044-201-3209
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　屋台などの定番の出店をはじめ、大型遊具などもあります。盆踊りも
実施予定です。夏の思い出作りにぜひ参加してみませんか。詳細は施
設HPで。
日時　8月20日㈯16時～21時（予定）
場所　富士通スタジアム川崎
富士通スタジアム川崎

☎︎044-276-9133
044-276-9144

　体験型障害者スポーツイベントを開催します。パラ卓球やボッチャ、カ
ローリングなど数多くのパラスポーツを体験することができます。
日時　8月27日㈯13時～17時
場所　カルッツかわさき大体育室、
　　　小体育室、武道室、研修室
カルッツかわさき

☎︎044-222-5211
044-222-5122

▲カローリング体験会の様子 ▲盆踊りの様子

カルッツ★パラスポ　サマーフェスタ 富士通スタジアム川崎　夏まつり

　紹介した他にもさま
ざまな活動をしていま
す。皆さんも一緒に
活動しませんか。

▲施設HP

■備えること❶
　防災・ハザードマップなどを活用し危険箇所
を確認しておきましょう。詳細は市HPで。

■備えること❷
　3日間分（できれば大
規模災害に備えて7日
間分）の家庭内備蓄を
しておきましょう。

日頃から備えること

▲市HP

　皆さん一人一人が日頃から防
災の意識をもって、いざ災害が
起きたときに行動ができるよう、
日頃から備えておきましょう。
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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

（会場は区役所5階）9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

❶6日㈫
❷20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

❶8月16日❷9月6日
から電話で

区役所衛生課
☎044-201-3204

044-201-3291
［先着順］

＊川崎授産学園
☎044-201-3127 044-201-3209
61tisin@city.kawasaki.jp

区役所地域振興課

かわさき区ビオラコンサート
(定例コンサート)

　曲目：荒城の月、ス
ターダスト、ムーンリ
バーなど。出演：小林
秀吏（ハープ奏者）。
9月14日㈬12時10分
～12時50分 川 崎
アゼリア サンライト広場 50人 8月
15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

不登校をみんなで考える
～ひとりで悩まないで～

　不登校について、ひとりで悩まない
ために、現状と子どもの心について
学びます。講師：馬場久志氏（埼玉大
学教育学部教授）。 9月11日㈰10
時～12時 同施設 不登校のことで
悩んでいる人や関心のある人50人
8月16日10時から電話で。［先着順］
日本語ボランティア入門研修

　外国人と共に活動するために、日
本語ボランティアとして必要なことを
学びましょう。 9月29日～10月27
日の木曜、18時半～20時半（10月
13日、20日は10時～12時）、全5回

同施設ほか 10人 9月1日10時
から電話か区HPで。［先着順］
藤崎こども文化センターで
ボランティアをしよう！

　工作を学び、藤崎こども文化セン
ターのお祭りで工作コーナーをやりま

す。その後は同センターで活動をして
みませんか。工作指導：押山二男氏。
❶9月10日㈯、❷9月17日㈯、❸

10月2日㈰、❹10月15日㈯、❶❷❹
は10時～12時、❸は9時～14時、全
4回 藤崎こども文化センター 10
人 8月17日10時から電話か区HPで。

［先着順］
水引アートの世界を体験 　

　あわび結びの結び方を学び、水引
でチューリップやブローチなどの小物
を作ります。 10月5日～11月2日の
水曜、13時半～15時半、 全5回
同施設 20人 5,000円 8月31日
10時から電話で。［先着順］

＊川崎授産学園
☎044-266-3550 044-266-3554

プラザ大師

みんなでプラザ大師に
カフェをつくろう

　人が出会い、つながる場として、
プラザ大師につくるコミュニティーカ
フェのスタッフになるための講座で
す。 9月16日～10月14日の金曜、
14時 ～16時（9月23日 は13時 ～15
時）、全5回 同施設（9月23日は宮
前市民館） 20人 100円 8月31
日10時から電話で。［先着順］

＊川崎授産学園
☎044-333-9120 044-333-9770

プラザ田島

ミニ・コンサート
　真夏の夜に区内出身の文梨徹（ピア
ノ奏者）と文梨衛（サックス奏者）が奏
でる音楽を聴きに来ませんか。 8月
20日㈯19時～20時 同施設 50
人 8月16日10時から電話かFAXで。

［先着順］
元気！健康カフェ 　

　自宅でできる効果的な運動を学び
ます。デジタル体力測定も。 9月2
日㈮10時～12時 同施設 20人

8月18日10時から電話かFAXで。［先
着順］
プラザ田島Cafe

　お菓子とお茶を提供する「カフェ」と
学生ボランティアが企画する「遊びの広
場」を同時開催します。 9月3日㈯14
時～17時 同施設 50人 18歳以
上は100円 8月26日10時から直接、
電話、FAXで。［先着順］。※「遊びの広
場」は定員、申し込みはありません。

＊川崎授産学園
☎044-201-3216 044-201-3293

区役所地域支援課

運動してもっと元気に健康に！！～ほほ
えみ元気体操を体験してみよう～ 　

　日々の生活の中で運動を続けて元
気に過ごす方法を学びます。区のオリ
ジナル体操「ほほえみ元気体操」の体験
も。講師：小田祥大氏。 9月5日㈪10
時～11時半 区役所 30人 8月15
日9時から電話かFAXで。［先着順］
認知症サポーター養成講座

　認知症についての基礎知識などを
学び、サポーターになることができま
す。 ❶9月29日 ㈭、❷11月14日

㈪、❸12月12日㈪、13時半～15時
❶は区役所、❷は田島支所、❸は

大師支所 各30人 8月15日10時
から区HPか電話で区役所地域支援課
☎044-201-3206。［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

第65回川崎市観光写真コンクール
入賞作品展

　 8月28日まで(月曜を除く)、9時
～17時 同施設3階企画展示室。
江戸時代の粋に遊ぶ「乙女文楽」

　細やかな人形芝居をお楽しみくださ
い。出演:ひとみ座乙女文楽。 8月
20日㈯14時(開場13時半) 同施設4
階集会室 当日先着100人 1,500
円。
お昼の落語

　伝統的な話芸をお楽しみください。
出演:林家木りん、金原亭杏寿。 9
月14日㈬14時(開場13時半） 同施
設 100人 9月1日（必着）までに往
復ハガキで。［抽選］

区のお知らせ
申し込み方法は市版6面参照

あの頃のかわさき区（第8回）
　川崎区は4月に区制50周年を迎えました。そこで、区の歴史を写
真とともに振り返ります。

区役所企画課☎044-201-3267 044-201-3209
※本連載期間中は「発見！まちのひろば」を休載します。

昔の川崎大師仲見世通り
（写真提供:市民ミュージアム）

現在の川崎大師仲見世通り

　川崎大師の参詣客をはじめ、地元の皆さんに広く親し
まれている仲見世通り。「トントコ」とリズミカルに鳴り響く
あめを切る音、参道のにぎわいの声が平成8年に「日本の
音風景100選（現環境省認定）」に選ばれました。

菊地成孔＆ペペ・トルメント・アスカラール
コンサート2022

大師・田島地区の
新しい拠点をデザインしよう！

　ジャズ界のカリスマ菊地成孔率い
る爛

らん

熟のオルケスタ、川崎へ降臨。
日時　 11月3日㈷17時開演 （開場

16時）
場所　カルッツかわさき ホール
出演　 菊地成孔とペペ・トルメント・

アスカラール
チケット　6,000円（18歳以下は3,000円）
定員　1,879人

8月20日から直接、電話、HPでカルッツかわさき
☎044-222-5223 044-222-5122 ［先着順］

　地域に親しまれ、世代を超えて受け継がれシンボルとなる拠点（大師
地区複合施設・田島地区複合施設）を一緒に考えてみませんか。
対象　区内在住・区内で地域活動などをしている人

※各回13時～15時半
8月26日までに市HP（申し込みフォーム）で市民文化局

区政推進課☎044-200-2023 044-200-3800 ［抽選］

　区制50周年を記念した区の魅力に関する展示を9月1
日～10月23日にカルッツかわさきで開催します。詳細は
区HPで。

▲施設HP

▲区HP

日時 場所 内容

第1回 9月3日㈯

区役所7階
会議室

新しい拠点の使い方を
考えよう！

第2回 10月1日㈯ 新しい拠点の空間・活動・
使う人のつながりを考えよう！

第3回 10月22日㈯ 新しい拠点の「かたち」を
考えよう！

▲市HP
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