
　区内のボランティア・障害者・福祉施設・企業などが集う「福祉」を知ってもら
うおまつりです。子どもも気軽に楽しめる企画が盛りだくさん。
日時　11月18日㈯10時～15時　場所　教育文化会館
内容　福祉作業所の手作りパンなどの自主製品販売、社会貢献企業の出店、
福祉活動紹介&体験、エコバッグぬり絵、キャラクター折り紙などの制作コー
ナー、バルーンアート、縁日コーナー、親子で楽しめる“ゆかいなコンサート”など

区社会福祉協議会☎246-5500 211-8741

川崎区社協福祉まつり

　誰もが立ち寄れる憩いの場「まちの縁側」を体験できるブー
スを出展します。一緒に楽しいひとときを過ごしませんか。
●お茶飲み、おしゃべりコーナー
●小物づくりコーナー（羽子板を作ろう！）

区役所地域ケア推進担当☎201-3202 201-3293

「えんがわブース」を出展します！

第２回川崎区総合防災訓練 〜津波・地震に備えて〜

渡田地区
「小地域見守りネットワーク活動」

中央地区 大師地区 田島地区

池上新町
「見守り・つながりの輪」

鋼管通２丁目町内会
「見守り 支え合い活動」

日時　11月26日㈰8時15分～12時　荒天中止〈実施の可否は当日7時から防災テレ 
　　　ホンサービス　　0120-910-174（携帯からは☎044-245-8870。通話料有料）〉
場所　田島支援学校桜校
内容　津波避難訓練（8時15分～8時45分）
　　　拡張現実（ＡＲ）による浸水体験、各種防災体験、防災講座　他（9時～）
　　　体感型防災アトラクション（10時半～11時40分　要申込：定員120人
　　　10歳未満の子どもは、中学生以上の保護者の同伴をお勧めします）
　　　※「体感型防災アトラクション」以外は、自由に参加できます。

11月16日までに区ホームページで。［抽選］

～いつまでも住み慣れた川崎区で暮らすために～

渡田地区民生委員児童委員協議会
峯尾照 会長

鋼管通２丁目町内会
丸野喬敬 会長

　地域防災力向上のため、地域・関係機関・行政などが連携した総合防災訓練を実施します。また、川崎区は市内で唯一海に面していることから、今回併せ
て津波避難訓練や拡張現実（ＡＲ）による浸水体験を実施します。　 区役所危機管理担当☎201-3327 201-3209

講演 「人生100年時代を生きる」
～地域づくりとしての地域包括ケアシステム～

活動発表 わが町の“ちいきの輪”

　長寿社会の現代、「人生100年時代」と言われるようになりました。自分の100年をど
う設計し、元気に生き生きと地域で暮らしていくか、そんなヒントがもらえるお話です。

講師　東京大学高齢社会総合研究機構　特任講師　後藤純氏

池上新町町内会
浦野一吉 会長

　人と人とのつながりを大切に、みんなで「ちいきの輪」を
広げていく地域包括ケアシステムの講演会です。地域づく
りのヒントや地域に根ざした活動を紹介します。

日時　12月15日㈮　13時半～16時（開場13時）
場所・定員　区役所７階会議室・100人

11月15日から電話か、住所・氏名・年齢・電話番号を記入し、FAXで
区役所地域支援担当☎201-3216 201-3293。［先着順］

みんなでつなごう! ちいきの輪

第1部

第2部

民生委員児童委員
とそれをサポートす
る福祉協力員が日
常生活の中でさり
げなく地域を見守っ
ています。

子どもから高齢者
向けの講座、見守
り対象者への手作
りプレゼントと訪問
活動、防災訓練な
どを行っています。

日々の生活の見
守りや助け合い、
災害時の助け合
いのネットワーク
づくりを行ってい
ます。

ゴーグルを通して視覚的にリアルな浸水が
見える拡張現実（AR）による浸水体験

9月に開催した訓練での
体感型防災アトラクションの様子

川崎区地域包括ケアシステム普及啓発講演会

12
金15

区 版か わ さ き01 　　川崎区ホームページ  http://www.city.kawasaki.jp/kawasaki/　［区版］は区の情報を中心に掲載しています。

229，653人

116，078世帯

（平成29年10月1日現在）
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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（川崎地下街アゼリア西広場）へ。平日7時半～19時、土・日曜（祝日除く）9時～17時☎244-1371
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7つのことばで、くやくしょからのおしらせをメールでおくります。 インターコムかわさきく 区役所企画課☎201-3296 201-3209

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
区役所地域支援担当☎201-3214 201-3293

健診名 日程・受付時間 内容など 費用

ＨＩＶ
即日検査

❶12日㈫
❷19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10人

無料
❶11月15日❷12
月12日から電話で
区役所衛生課
☎201-3204［先着順］

1歳児
歯科健診 22日㈮ 8時45分～

10時
区内在住の1歳３カ月
未満で歯のことで気に
なることがある乳幼児

無料
随時、電話で
区役所地域支援担当
☎201-3157

（会場はいずれも区役所5階）12月の健診案内保健福祉
センター

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
各記事に記載

区役所保育所等・地域連携

パパもいっしょに！
ジョイフルサタデー わたりだ

　パネルシアター、おもちゃ作り、手
形スタンプ、赤ちゃんコーナーなど。

11月18日㈯9時半～12時 わたり
だ保育園 就学前の子どもと保護者、
これからパパ、ママになる人 わたり
だ保育園☎223-8257 223-8258
パパもいっしょに！
ジョイフルサタデー おだ

　太鼓の拍子に合わせたリズム遊び、
おもちゃ作り、遊具遊び、栄養士に
よる相談など。 12月9日㈯9時半
～12時 小田保育園 就学前の子ど
もと保護者、これからパパ、ママにな
る人 小田保育園☎ 333-6966

＊川崎授産学園
☎201-3204 201-3291

区役所衛生課

「世界エイズデー」HIV即日検査
　12月1日の「世界エイズデー」に合
わせて、毎月２回行っているＨＩＶ抗体
検査に加えて、臨時のＨＩＶ抗体検査

（匿名）を行います。 12月4日㈪8時
45分～9時45分、13時10分～14時
10分 区役所５階 感染の可能性が
あるときから３カ月経過した人、午前・
午後各10人 11月15日から電話で。

［先着順］

＊川崎授産学園
☎233-6361 244-2347

教育文化会館

寺子屋　聞いて・見て・やってみよう
講座Ⅱ～子どもたちを地域ぐるみで
見守りましょう～

　地域の寺子屋事業のコーディネー
ターを養成する講座。小学校での週
1回の学習支援や月1回の体験活動な
どで、知識と経験を生かしましょう。

❶座学…12月6日、13日、20日、
1月24日の水曜、10時～12時❷体
験活動見学…12月16日㈯10時～12
時❸学習支援見学…1月17日㈬13
時～15時。全6回 教育文化会館ほ
か 20人 11月15日9時から直接、
電話、FAXで。［先着順］
こんにちは！あかちゃん

　沐浴体験など初めて赤ちゃんを迎え
る人向けの講座。 1月13日、20日、
27日の土曜、10時～12時、 全3回

教育文化会館 区内在住の第1子
を妊娠中の母親とそのパートナー10
組 11月25日10時から電話で。［先
着順］
お箏体験講座

　日本の伝統芸能であるお箏
こと

を体験
しませんか。「さくらさくら」に挑戦しま
す。 12月7日～21日の木曜、13
時半～15時半、全3回 教育文化会
館 15人 2,500円 11月15日10
時から直接、電話、ＦＡＸで。［先着順］

＊川崎授産学園
☎266-3550 266-3554

プラザ大師

プラザ大師まつり
　プラザ大師で活動している団体な
どが学習成果を発表し地域交流を図
ります。その他作品展示、リユースコー
ナーなど。詳細はお問い合わせくだ
さい。 プラザ大師

＊川崎授産学園
☎333-9120 333-9770

プラザ田島

東海林のり子講演会
　「元気になるために自分にかける魔
法」と題しての講演。 11月18日㈯
14時～15時（開場13時半） プラザ

田島 75人 11月15日10時から入
場整理券配布。［先着順］
元気！ 健康カフェ

　スポーツ吹き矢の健康への効果の
講義のほか、スポーツ吹き矢体験もあ
ります。 12月1日㈮10時～12時
プラザ田島 当日先着20人 100円
管弦楽演奏会

　地域の演奏家集団アゼリア合奏団
によるミニコンサート。 12月10日
㈰14時～15時（開場13時半） プラ
ザ田島 当日先着75人

＊川崎授産学園
☎200-2242 200-3598

経済労働局労働雇用部

住宅相談in大師支所
　区役所で毎月第３火曜に行っている
住まいに関する修繕、リフォームや新
築工事などの専門家への無料相談を、
大師支所で出張開催します。 12月
4日㈪10時～15時 大師支所１階

＊川崎授産学園
☎200-7011 200-1420

川崎図書館

おはなしキャラバン
　川崎図書館、大師・田島分館の読み
聞かせボランティアによる絵本の読み
聞かせ、紙芝居、手遊びなど。 11
月18日㈯❶11時～12時❷12時半～
13時半 教育文化会館5階第5学習室

（川崎区社協福祉まつり内）

＊川崎授産学園
〒210-0026堤根34-15
☎233-5592 221-5031

かわさき老人福祉・地域交流センター

短期講座受講者募集
　1月～3月に行う短期講座の受講生
を募集（１人１講座のみ）。 ❶やさしい
ズンバ…1月11日、25日、2月8日、3月
1日、15日の木曜、13時半～15時、全
5回❷はじめてのアロマ…1月10日、
24日、2月7日、28日、3月7日の水曜、
10時～11時半、全5回 かわさき老
人福祉・地域交流センター ❶30人❷
24人 11月13日～27日(日曜、祝日、
11月24日を除く)の9時～16時に、62
円の郵便はがきと11月1日から同セン
ターで配布の申込書を直接。［抽選］※
初来所の人は住所、生年月日などが
分かるもの(保険証など)持参。

＊川崎授産学園
〒210-0846小田7-3-1
☎366-2475 272-6699

市消防防災指導公社

普通救命講習Ⅰ
　心肺蘇生法、自動体外式除細動器

（ＡＥＤ）の取り扱いを学びます。受講
者には修了証が交付されます。 12
月13日㈬9時～12時 川崎消防署

30人 800円 11月29日から電
話かFAXで。（受付時間9時～16時半）

［先着順］

東海道かわさき宿交流館

日時　11月18日㈯14時～15時半（開場：13時半）
場所　東海道かわさき宿交流館４階
講師　宮田太郎（歴史古街道研究家）
定員　当日先着80人

　県立川崎高校の歴史と市の歩みを重ね合わせ、昭和を振り返る写真パ
ネルの展示です。期間　11月1日～12月17日まで

〒210-0001本町1-8-4　☎280-7321 280-7314
毎週月曜休館（月曜が祝日の場合は開館し、直後の平日が休館）

街道シリーズ「鎌倉若宮大路と各地の長大な社寺山道の謎」

特別企画展「県立川高90年と昭和の川崎」

区役所地域振興課☎201-3136 201-3209

かわさき区ビオラコンサート～坂本九さん生誕記念コンサート～
日時　12月6日㈬12時10分～12時50分
場所　市役所第3庁舎1階ロビー
出演　川崎市消防音楽隊カラーガード隊
曲目　「上を向いて歩こう」「明日があるさ」他

かわさき区ビオラコンサートin大師
日時　12月12日㈫12時10分～12時50分
場所　大師支所2階
出演　ラ・ベル・カンタービレ（ミュージックベル
　　　アンサンブル）
曲目　「真赤な太陽」他

かわさき区ビオラコンサートin田島
日時　11月28日㈫11時～11時40分
場所　浅田こども文化センター（浅田3-7-10）
出演　T

トリオ・

rio r
リ デ ィ

idi（バイオリン・ピアノ・パーカッション）
曲目　「情熱大陸」他

❶大師支所：11月9日㈭、10日㈮
❷田島支所：11月16日㈭、17日㈮
　いずれも13時半から15時半。駐車場で回収します。荒天中止
回収対象　夏物・冬物・衣料の種類は問いません。シャツ・ズボン・スー
ツ・シーツなど。※汚れているもの、破れているものは不可
　集めた古着類は、東南アジア諸国などでリユース（再利用）されます。

南部生活環境事業所☎266-5747 287-1840

支所で古着を回収します

日程 時間 内容

11/25
㈯

10時～15時
体験ひろば
おはなし会
フラダンス体験

17時半～20時 ダンス体験
11/26

㈰ 10時～12時半 サークル発表


