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かわさき区
（平成30年5月1日現在）

2018

人口
23万1,041人

30

世帯数
11万7,708世帯

6
6

1

区 民 の 力 で、川 崎 を もっと暮らしや す い 街 に！

かわさき区 1

～３０年 度 いき いき か わさき 区 提 案 事 業 紹 介～

2018

30

1

1

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合い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」
。 審査を経て採択された５つの事業を、提案団体の思い・意気込みとともに紹介します。
区役所企画課☎201-3267
（平成29年8月1日現在）

外国につながる子どもたちの
居場所をつくりたい

201-3209
000，
000人

000，
000世帯

いきいき元気に過ごす
食べ方を伝えたい

外国につながる小中学生学習支援・居場所づくり

チョットの工夫で元気に過ごす

パートⅡ

健康寿命を延ばすため、高齢者や小中学

区に住む渡日して3年ぐらいまでの、外
国につながる小中学生を対象として週２回、

生などの保護者を対象に健康講話、調理デ

川崎駅近くや桜本地域で、日本語・学習サ

モ、災害時の炊飯、正しい手洗いの方法な

ポートを含む交流の場を提供します。

どの講座を行います。
生きることは、 食べるこ

子どもたちに寄り添いながら、
心を許せる場を目指して、元学校

と！ チョットの工夫で、 お

教員などのボランティアや高校生

いしく、楽しく食べて元気に

たちと一緒に頑張っていきます。

ふぁんほじょん

青丘社 （左）多賀重久氏（右）黄浩貞氏

過ごせる方法を提案します。

川崎市栄養士会

三津間 通氏

外国人の地域参加を
応援したい

おむすび音頭で
地域愛を育みたい

子育てを支える
活動をPRしたい

かわさきグローバルコミュニティ
(ＫＧＣ）

「川崎発祥三角おむすび！」を
活用したおむすび音頭の製作

地域包括システム構築に向けた
市民活動ＰＲ映像化事業

川崎駅前地区でコミュニケーションサロン活

川崎が三角おむすびの発祥の地であることを

地域包括ケアシステムの構築に向けて、子

動、ボランティア育成専門講座、外国人の地

生かして、地域の子どもたちの言葉などを歌詞

育て支援団体(3団体程度）
の活動を映像化し

域活動参加のコーディネートなどを行い、外国

に盛り込んだ
「おむすび音頭」
を作り、地域愛を

て、PRします。

人市民・留学生と区民の交流を進めます。

育てます。

子育て支援に取り

地域に急増する外国人

400周年を迎えよう

の皆さんと共生し、留学生・

としている川崎宿。 宿

大学生が地域に貢献できる

場から生まれた三角お

グローバルかわさきの未来

むすびの歌と踊りを作

ビジョンを描き頑張ります。

り、子どもたちと楽し

組んでいる区民の活
動の様子を映像で紹
介し、身近なところで
気軽に活動できること
をPRしたいです。

みたいと思います。
グローバル文化協働支援センター
黒江 三栄子氏

ニュースポーツ体験

カローリング体験＆ボッチャ体験
年齢や障害の有無を問わず、誰もが楽し
めるスポーツイベント。氷上の
「カーリング」
を床面用にアレンジした
「カローリング」
（=
右上写真）
、パラリンピック競技として注目の
「ボッチャ」
（=右下写真）
が体験できます。
日時 ６月１７日㈰ １３時～１４時半

アメリカンフットボール

シルクボウル区民招待

川崎市アメリカンフットボール協会の協力により、

富士通スタジアム川崎で開催される大学アメフットの
試合に区民100人を招待します。この記事が招待券となりますので、当日、
切り取って持参してください。招待券１枚で２人まで入場可能。
［先着順］
日時 ６月１７日㈰ １１時３０分試合開始 場所 富士通スタジアム川崎
試合 第１試合
「駒澤大学×専修大学」 第２試合
「学習院大学×横浜市立大学」
受付 １０時～１２時

場所 カルッツかわさき 大体育室
区役所地域振興課☎201-3231

かわさきキネマサークル
増島 忠道氏

おむすびー ZU
池田 ハルミ氏

201-3209

区役所地域振興課☎201-3231

区役所職員を名乗りATMで手続きをさせる還付金詐欺が多発しています。 不審な電話は警察署まで

201-3209

川崎警察署☎222-0110、川崎臨港警察署☎266-0110

ここからかわさき区版です
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川崎港
（巡視船による見学）
や発電所・工場など、世界有数の技術を持
つ多様な産業が集積する川崎臨海部をバスで巡ります。

６月２５日
（必

※詳細は、区役所などで配布しているチラシまたは区HPをご覧くださ

着）
までに、区HP

い。施設・工場内の見学は徒歩。階段での移動もあります

または往 復 ハガ

日時 ❶７月３１日㈫９時半～１７時頃❷８月２１日㈫９時半～１７時頃

キに全員の住所
（在学の人は学校名も）
、氏名、年齢
（小学生は学年も）
、電話

対象・定員 区内在住・在学の小学４～６年生と保護者
（２人１組）
、各20組

番号、参加希望日と優先順位
（参加はどちらかのみ）
、繰り上げ当選希望の有

費用 １人200円
（保険料）※昼食・飲料持参

無を記入し、
〒２１０-８５７０区役所地域振興課☎２０１-３１３６ ２０１-３２０９［
。抽選］

和菓子づくり体験教室
小学生向けに簡単な和菓子づくりを行います。

学区を越えた新しい友達や手助けしてくれる人たち

日時 8月1日㈬10時～12時 場所 教育文化会館

と楽しく交流しながら、自由研究を攻略する講座です。

対象 区内の小学3～６年生20人

時間 10時〜12時
（❻のみ13時半〜15時半）
対象

費用 材料費500円

6月25日
（必着）
までに氏名・ふりがな、住所、電話番号、学年、講座名を記

区内在住・在学の小学生
（❹は小学1〜3年生❺❻は小学4

入し往復ハガキで。
［抽選］

〜6年生） 場所 教育文化会館
（❺❻は川崎消防署）
定員 各20〜50人
講座名
講師
日程
費用
7月24日㈫ 400円
❶ 恐竜と恐竜のたまご作り 押山 二男氏
押し花アーティスト
❷ 押し花で工作しよう
7月25日㈬ 500円
石渡 美彌子氏
有限会社つかさサンプル
❸ 食品サンプルを作ろう
7月26日㈭ 540円
田中 信司氏
おもちゃとあそびの会
❹ おもちゃを作って遊ぼう
7月27日㈮ 500円
代表 吉田 幸雄氏
❺ 消防署見学
（体験あり）
1 川崎消防署※悪天候など
7月30日㈪ 無料
❻ 消防署見学
（体験あり）
2 による出動時は中止
※申し込みは1人1講座のみとなります
6月20日
（必着）
までに氏名・ふりがな、住所、電話番号、学年、希望
する講座名とその番号を記入し往復ハガキで。
［抽選］

小学生向けの簡単な理科実験講座です。高校生や大学生が教えてくれます。
内容 🅐ペットボトルを使った温度計＆色の変化で分かる湿度計づくり
🅑鳥の骨を使った骨格標本＆割り箸とストローを使った筋肉模型づくり
日時 8月12日㈰🅐10時～12時🅑14時〜16時
場所 教育文化会館 対象 🅐区内の小学1〜3年生30人🅑区内の小学4〜
6年生30人 費用 材料費など300円
※申し込みは1人1講座のみとなります
6月30日(必着)までに氏名・ふりがな、住所、電話番号、学年、希望する
講座名とそのアルファベットを記入し往復ハガキで。
［抽選］

教育文化会館〒210-0011富士見2-1-3☎233-6361

組

区のお知らせ

6月25日 から 電 話 かFAXで

区 役 所 保 育 所 等・地 域 連 携 ☎201-

申し込み方法は市版5面参照

3319

区役所保育所等
・地域連携
＊川崎授産学園
各記事に記載

パパもいっしょに！ジョイフルサタデー

タンプコーナー、育児・栄養相談など
❶あいせん保育園❷

たり、パパたちで協力して子育てマッ

新町しほかぜ保育園

プを作ったりします。

日㈯9時半～12時

7月14日㈯

東小田保育園

2歳の子どもと保護者15組

1・
6月

いずれも7月7
就学前の子ども

と保護者、これからパパ・ママになる人
❶あいせん保育園☎344-5365
344-5366❷新町しほかぜ保育園☎

園☎

223-8818

355-6620。
［先着順］

離乳食講座
「ごっくん・もぐもぐ」
「素 材を生かす」
「そしゃくを促す」
「子どもが意欲的に食べる」などの、
離乳食に関することが学べる他、試
15分～12時
園

る講座です。

たんしげ

日本民謡協会の菊池淡茂氏に腹式
呼吸法を学び、民謡を一緒に歌いま
7月12日 ㈭10時 ～12時

プラザ大師

東海道かわさき宿交流館
＊川崎授産学園
〒210-0001本町1-8-4
☎280-7321 280-7314

6月15日10時から直 接ま

たは電話で。
［先着順］

江戸時代の粋に遊ぶ その３2「都々逸」
し もん

㈯14時 ～15時 半
（開
かわさき宿交流館４階
集会室

を学ぶ外国人の２～６歳の子どもを保

める健康体操を行います。

人

育するボランティアを養成します。

㈮10時～12時

7

保健福祉
センター

かわさき区ビオラコンサート
東京交響楽団メンバーによるエイリスヴィオラ四重奏団
日時 7月4日㈬12時10分～12時50分
場所 市役所第3庁舎1階ロビー ま さ お き
出演 青木篤子、大角彩、小西応興、木村正貴
曲目 春の祭典
（ストラビンスキー）
他
区役所地域振興課☎201-3127 201-3209

健診名

6月16日

場13時 半） 東 海 道

体全体の柔軟性やバランス感覚を高

大島・大島乳児保育

ど いつ

五の句からなる詩）
の公演

健康運動指導士清水京子氏による

識字学級
「にほんごひろば」
で日本語

ど

柳家紫文氏による都々逸
（七・七・七・

元気！健康カフェ

多文化保育ボランティア入門講座

当日先着65人。

市内在住の中学生以

☎333-9120 333-9770

☎233-6361 244-2347

7月8日㈰14時～15

時
（開場13時半） プラザ田島学習室

プラザ田島
＊川崎授産学園

7月24日 ㈫11時

9～18カ月の子どもと保護者7

楽しく学び、未来の川崎区を展望す

市民自主企画事業
「楽しい民謡」

223-8845。

教育文化会館
＊川崎授産学園

近代史講演会「川崎区の歴史を
ふりかえり未来を考える」
から明治以降の川崎の歴史と文化を

☎266-3550 266-3554

しょう。

100円。

川崎区誌研究会代表の小泉茂造氏

プラザ大師
＊川崎授産学園

上50人

25日から電話かFAXで東小田保育

当日先着65人

［先着順］

パパも一緒に参加して、土曜のひと

があります。

20人

６月21日10時から電話、
HP、
来館で。

201-3293。
［先着順］

と一緒に音楽に合わせて体を動かし

食 もできます。

日の水曜、19〜21時。全５回

んか。手作りゲームコーナーや手形ス

パパが主役の子育て講座。子ども

9時半～11時

月25日、８月１日、９月５日、12日、19

ときを家族みんなで楽しく過ごしませ

父親の子育て体験講座

244-2347

7月6日

当日先着80

1,500円。

プラザ田島学習室

7月の健診案内（会場はいずれも区役所5階）
日程・受付時間

内容など

費用

❶6月19日❷7月3日
匿名で受けられます。
ＨＩＶ
❶3日㈫ 8時45分～ 感染の可能性があると
から電話で
無料
即日
❷17日㈫ 9時45分
きから3カ月経過した
区役所衛生課
検査
10人
☎201-3204
［先着順］
1歳児
区内在住の1歳３カ月
随時、電話で
8時45分～
歯科 27日㈮
未満で歯のことで気に 無料 区役所地域支援担当
10時
健診
なることがある乳幼児
☎201-3212
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

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・祝日 9 時～ 17 時 ☎ 244-1371

