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　保育所と地域子育て支援センター２つの機能を備えた「川崎
区保育・子育て総合支援センター」が９月にオープンしました。
センターでは、保育士・看護師・栄養士などによる子育て家庭
への支援や保育関係施設との連携・人材育成など、子育てと
保育を総合的に支援します。また、子育てに関する交流拠点
として、地域の方にも気軽にご利用いただけます。

　０歳から就学前までの子どもと
保護者が遊べるスペースです。
子育て世代の交流や専任スタッ
フへの育児相談など、気軽にお
越しください。

　子育てに関わる地域の人や保育施設を対象とした会議・研修を行い
ます。※詳細はお問い合わせください

　保育の相談やどこに相談
したらよいかわからない育
児・子育てについての悩みの
ある人は、事務室受け付け
にお越しください。

　「体験保育」や「園庭開放」で、保育園の園児と一緒に遊びを
楽しむことができます。

※保育施設向けの実践型研修「公開保育」も行います

　地域の子育て世代や関わりのあ
る人を対象とした子育てに関する講
座を行います。

　子育てに関する悩み、
困りごとなどがある場合は、ひとり
で抱えこまずいつでも気軽にお越しくだ
さい。同世代ママとの仲間づくり、保育
園の園児との交流、個別相談などで子育
てを応援します。また、子育てを支える
ために、いろいろな世代の人の協力な
どにより、地域全体で子育てをサ
ポートしていきます。

一時預かり保育が始まります

地域子育て支援センター おおしま（旧むかい）

研修室

事務室

大島保育園

地域支援スペース
『ほっとスペース』

『川崎区保育・子育て総合支援センター』がオープンしました!
気軽に使える子育て応援施設です!

・11月から実施します。
・10月1日から11月・12月分の利用申し込み開始
※�申し込みには、事前登録が必要です。申し込み方法など
詳細は区保育・子育て総合支援センターまで

区保育・子育て総合支援センター　
大島4-17-2☎201-3319 211-0637

川崎区保育・子育て総合支援センター
所長　児川薫

アクセス

保育・子育て総合支援センター

開所時間：月曜～金曜、9時～
16時半　
休館日：年末年始・祝日
※月1回程度の土曜開所あり

多世代交流

　就学前の子どもと地域の人が
遊びながら交流できます。

■体験保育
　親子で同年齢のクラスの中で過ご
します。
月曜～金曜 就学前の子どもと保

護者 電話で。［事前申込制］

■園庭開放
　親子で一緒に遊びましょう。
月曜～金曜、9時～16時(土曜は

12時まで) 就学前の子どもと保護
者

保育士体験実習

　小学5年生から大人までを対象
とした実習。保育士からのアドバ
イスもあります。

ボランティア講座

　子育てのサポート・ボランティ
アに興味がある地域の人向けの
講座を行います。

　地域の保育施設が交流し、同
年齢の他の園児との交流ができ
ます。

保育連続講座「親子でenjoyハッピータイム」
　保育士によるふれあい遊びや、看護師による健康講座などを楽しみ
ながら学びます。
12月4日㈬、6日㈮、10日㈫、14時～15時、全3回 4カ月～2

歳未満の子どもと保護者10組 11月5日から電話かFAXで。［先着順］

園内に木玉プールを設置

1・2階

3階

3階

3階

3階

保育交流
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くらしに ひつような じょうほうを ７つの ことばで おしらせします。 区役所企画課☎201-3296 ☎201-3209検索かわさきくたげんご

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。
区役所地域支援課☎201-3214 201-3293

健診名 日程・受付時間 内容など 費用

ＨＩＶ
即日
検査

❶
5日㈫
❷
19日㈫

❶8時45分
～9時45分
❷8時45分
～11時半

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
❶10人❷30人(梅毒検
査もセットで実施)

無料
❶10月15日❷11月5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
11月20日までに電話で
区役所地域支援課
☎201-3212［事前申込制］

（会場はいずれも区役所5階）11月の健診案内地域みまもり
支援センター

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
☎201-3127 201-3209

区役所地域振興課

かわさき区ビオラコンサート
　出演：土屋朱

しゅ

帆
ほ

(童謡歌手) 曲目：故
郷、里の秋他。 11月
６日㈬12時10分～12時
50分 市役所第３庁舎
1階ロビー 区役所地域
振興課
初心者向けガーデニング講座

　川崎西部まちづくりクラブによる草
花栽培のこつを学ぶ講座。 11月10
日㈰10時～12時 日進町内会館（日
進 町11-6） 40人 10月15日か
ら電話、FAX、メールで 61tisin@
city.kawasaki.jp ［先着順］

＊川崎授産学園
☎201-3214 201-3293

区役所地域支援課

ぐっすり眠れていますか？
～高齢者の睡眠～

　睡眠の特徴を知り、よりよく眠るた
めの方法を学びます。 11月15日㈮
14時～15時半 区役所7階 市内
在住・在勤の80人 10月15日から
電話かFAXで。［先着順］
70代からのウオーキング講座

　健康運動指導士の黒田恵美子氏に

よる講義と実技から膝痛・腰痛になら
ない、元気に歩き続けるこつを学びま
す。 11月29日㈮14時～16時 区
役所５階 20人 10月15日から
電話かFAXで。［先着順］
これで安心～アレルギーとの上手な
付き合い方～

　食物アレルギーを怖がらない離乳
食や食事の進め方、ステロイドの使
い方、スキンケアを学びます。 11
月29日㈮9時半～11時45分 区役
所5階 区内在住の小学生以下の子
どもと保護者20人。 保育あり（先着
10人、予約制） 10月15日から電
話かFAXで。［先着順］

＊川崎授産学園
☎201-3319 211-0637

区役所保育所等・地域連携

保育連続講座
「親子でenjoyハッピータイム」
　親子でふれあい遊びなどをしながら
仲間づくりをしませんか。 11月12
日～26日の火曜、10時～10時45分、
全3回 藤崎保育園 5カ月～1歳6
カ月の子どもと保護者7組 10月
15日から電話かFAXで。［先着順］

＊川崎授産学園
☎233-6361 244-2347

教育文化会館

笑いヨガで地域サークル活動
　笑いながら健康体操をする笑いヨ
ガのサークルを地域で作る講座です。

11月7日～12月5日の木曜、14時
～16時、全5回 教育文化会館 区
内在住の50歳以上、20人 50円（保
険に係る費用） 10月17日10時から
電話で。［先着順］
地域で共に暮らすために
～発達障害を学ぶ～

　子ども・思春期・大人などの発達障
害の特性を理解し、日常生活の中で
生かしませんか。 11月6日～12月
4日の水曜、10時～12時、全5回
教育文化会館 30人 10月17日10
時から電話で。［先着順］
地域の寺子屋コーディネーター養
成講座

　これまでの知識や経験を地域の子
ども達の学習支援に生かしてみませ
んか。 11月12日㈫、23日㈷10時
～12時、11月20日～12月11日の水
曜、14時～16時、 全6回 教育文
化会館他 20人 10月16日から電
話で。［先着順］
やろうよ！キョウブンカフェ！！

　教育文化会館でコミュニティーカ
フェを運営するボランティアを養成す
る講座。 11月14日㈭、29日～12
月13日の金曜、10時～12時、全4
回 教育文化会館(12月6日のみプラ
ザ田島) 20人 10月18日10時か
ら電話で。［先着順］

＊川崎授産学園
☎266-3550 266-3554

プラザ大師

伝統文化親子書道講座
　親子で楽しく書道の正しい書き方や
姿勢などを学びませんか。書道道具

一式(筆・硯
すずり

・墨・半紙・下敷き)持参。
11月9日 ㈯、23日 ㈷、12月7日 ㈯、
13時半～15時半、全3回 同館学
習室 小学１～中学３年生と保護者
20組 1人3,000円 10月16日10
時から直接か電話で。［先着順］
地域の過去・現在・未来をたどりま
しょう！

　ウオーキングをしながら地域の魅力
を探しませんか。 11月1日、22日、
29日、12月6日、13日の金曜、12
月21日㈯、10時～12時、 全6回
同館学習室他 20人 400円 10
月15日10時から直接か電話で。［先
着順］

＊川崎授産学園
☎333-9120 333-9770

プラザ田島

元気！健康カフェ
　口腔ケアについての講座。 11月
1日㈮10時～12時(開場9時半) 同
館学習室 100円 当日先着65人。

＊川崎授産学園
記事に記載

区役所道路公園センター

はぐくみの里　秋の収穫感謝祭
　❶区の花「ビオラ」の植え付け体験
❷サツマイモ掘り❸はぐくみの里産の
ご飯、豚汁の販売❹ハーブティーの
サービス❺ギンナンつかみ取りなど
１１月９日㈯１０時～１２時（小雨決行、
荒天翌日） 富士見公園内「はぐくみ
の里」 ❷1株100円 富士通スタジ
アム川崎（指定管理者：川崎フロンター
レ）☎276-9133 276-9144発見！

　約26年前からあるまちのひろば「ハナさ
んハウス」をご存じですか。高齢者や障害
のある子どもの子育てをしている人たちの
遊べる場所があったらいいな、という思い
からオープンし、現在は、高齢者のための
ＰＣ塾、おしゃべり会、てづくりクラブ、シ
ニアからの健康教室などを開催していま
す。地域の人からは、ハナさんハウスに行けば誰かがいてほっとできる地
域の集いの場、として親しまれています。一度、足を運んでみませんか。
詳細は施設HPで。 区役所企画課☎201-3267 201-3209

フレンドリースペース「ハナさんハウス」

※「まちのひろば」とは、誰もが気軽に集える出会いの場です

◀ 
ハナさん
ハウスＨＰ

Vol.4

　今年4月にオープンした入江崎水処理センター広報
館や工業団地、工場夜景スポットなどを巡り、川崎臨
海部の魅力を撮影しながら見学します。また、スマー
トフォンやカメラ撮影でのこつや構図も学べます。
日時　１１月２９日㈮12時半～18時　定員　40人　
持ち物　カメラやスマートフォンなど写真撮影でき
るもの　費用　200円（保険料）　撮影アドバイザー　
中村 風

かざ

詩
し

人
と

（フォトグラファー）見学先　川崎ゼロ・エ
ミッション工業団地、入江崎水処理センター広報館

「ワクワクアクア」、コアレックス三栄㈱東京工場　他
11月1日（必着）までに区ＨＰか氏名（ふりがな）、住所、年齢、

電話番号を記載し往復ハガキで〒210-8570区役所地域振興課
☎201-3127 201-3209 ［抽選］

　区民の皆さんを川崎ブレイブサンダース
のホームゲームに招待します。コートが近
くスピード感のある試合が魅力です。チア
や音楽・光の演出、アリーナグルメ、子ど
もも参加できるホームゲームイベントなど
もお楽しみいただけます！
日時　12月11日㈬19時5分試合開始　
対戦　横浜ビー・コルセアーズ
場所　とどろきアリーナ　対象　区内在住の50人

12月1日（必着）までに往復ハガキに氏名・ふりがな、住所、電話番号、観
戦人数（４人まで）、返信宛名面に返信先の住所（記載がないと無効）を記入し
〒212-0013幸区堀川町580番地ソリッドスクエア東館4F㈱DeNA川崎ブ
レイブサンダースチケット部川崎区民招待受付担当、または応
募用ＨＰで。［抽選］※12月6日までに結果を連絡します

区役所地域振興課☎201-3231 201-3209

フォトジェニックな川崎区！

かわさき産業ミュージアムバスツアー
川崎ブレイブサンダース ホームゲーム 区民招待

川崎臨海部の魅力を感じ写真撮影のこつも学べる

応募用HP▶区HP▶

© KAWASAKI BRAVE THUNDERS
＃7 篠山竜青選手

JERA川崎火力発電所
（昨年度撮影写真）
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