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

かわさき区
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（ 令和4年3月1日時点）

2022 令和４

人口
22万 9,992人

世帯数
12万 2,989世帯

4
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044-201-3113

かわさき区 1

2018
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川崎区は、川崎市が政令指定都市に移行した昭和47年4月1日に区制が施行され、令和4年

000，
000人
000，
000世帯
4月1日に50周年を迎えました。 これまでの区の歩みを振り返り、区民の皆さんに区の魅力を
（平成29年8月1日現在）

再発見してもらうことで、区に対する愛着と誇りを深めていただけるよう、1年を通して、さま
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044-201-3209

あの頃のかわさき区（第4回・拡大版）
区の歴史を写真とともに振り返る
「あの頃のかわさき区」
。今回は区制50周年を記念した拡大版です。

区内各所で展示を実施

区の魅力を映像やパネルなどにより紹介する展示を
実施します。 多くの人たちに見てもらえるよう、区内
の施設やイベントなど、場所を変えながら１年を通して
実施します。写真などの提供や映像への出演など、区
民や区内企業の皆さまにご協力いただき、実施してい
く予定です。
昭和３４年ごろの川崎駅前

産業文化会館
（現・教育文化会館）
開館記念パレード
（昭和42年）

第1弾はアトレ川崎で実施します。4月4日㈪〜10日
㈰は1階ツバキひろばで、4月11日㈪〜5月31日㈫は
4階コモレビテラスでの展示を予定しています。

「あの頃のかわさき区」
を会場で
昔の写真と現在の写真を見
うつ

比べて、 区の遷
区の 遷り変わりを、
ぜひ、会場でお楽しみくださ
い。
※本連載期間中は
「発見！まちのひろば」
は休載します

昭和32年の京浜川崎駅
（現・京急川崎駅）

区の魅力を紹介するPR映像
区内の施設などの歴史や現在の様子、
地域における将来像などを紹介するPR映
像を制作し、記念事業のさまざまな場面
で放映します。
50周年を１つの区切りとして、今こそ残
すべき区の歴史の記録映像も制作します。

記念ロゴマーク入りトートバック
区制50周年と東海道川崎宿起
立400年の記念ロゴマークをプリン
トしたトートバックを作成しました。
50周年を記念したイベントなど
で配布を予定しています。
※配布数には限りがあります

昭和４9年ごろの市旧本庁舎
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５０周年特設
ページ
（区HP)

ざまな取り組みを実施していきます。イベントなどの情報は区HPにて随時掲載します。
区役所企画課☎044-201-3267
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昭和36年ごろの
雪の夜の旧大師橋

そ の他の 取 り組み
○区役所内外のイベントへの出展
区内で開催されるさまざまなイベントにブースを出展し、
昔の川崎区の写真展示やワークショップなどを実施します。

○区の花「ひまわり」の植栽
区内小学校などで区の花
「ひまわり」
を植栽してもらいま
す。植栽の様子は記念誌などに掲載します。

○記念誌の制作
50周年を記念した取り組みや区の魅力的な場所やイベン
トを紹介します。

記念ロゴマークシール
記念ロゴマークのシール
（2cm四方）
を作成しました。
「自分のイベントで配布したい」
などの希望がある場
合はお問い合わせください。

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（2023）年に起立 400年を迎えます！

ここからかわさき区版です

2022（令和4）年

地域の身近な課題に取り組みます！

子育て支援関係機関のネットワーク強化、学校生活への適応が困難な児童

域課題対応事業」
を実施します。4年度の取り組みの一部を紹介し

安全・安心なまちづくりに向けた地域防災力の向上 約403万円
▲区HP

044-201-3209
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などへの支援、
日本語に不慣れな小中学生への学習支援などに取り組みます。

区では、地域の課題を解決するため、区民の皆さんと協働で
「地

区役所企画課☎044-201-3267

区 版 かわさき

No.1263

地域における子ども・子育て支援 約1,070万円

～誰もが住んで良かったと思える安全・安心のまちに向けて～

ます。詳細は区HPで。

4月号

地域資源を生かしたまちづくりのために 約2,164万円

区総合防災訓練や地域住民と連携した避難所開設・運営訓練の実施、防災
訓練・講座による外国人住民の防災意識向上などに取り組みます。
交通安全と自転車対策 約438万円

5年の東海道川崎宿起立400年を契機とした区の魅力発信、企

自転車のルールの順守・マナー向上に向けた教室

業市民との交流の場づくり、スポーツを通じた交流促進、外国人

などの実施、小学生の絵画を利用した路面啓発シー

住民の生活を支援するための多言語情報発信などに取り組みます。

トの設置による放置自転車対策などに取り組みます。

区のイメージアップに向けた環境まちづくり 約438万円

区役所サービス向上 約111万円

区の花・区の木を活用した地域住民との緑化活動、川崎駅周辺

職員の人材育成や窓口環境の整備などを進め、よ

のシール剝がし、銀杏の早期採取などによる美観向上・環境改善、
臨海部エリアのゴミのポイ捨て防止対策などに取り組みます。

り質の高い区役所サービスの提供に取り組みます。

誰もが安心して、生き生きと暮らせるまちづくり 約351万円

その他 約845万円

地域包括ケアシステム構築に向けた多様な手法による普及啓

市民活動団体などからの提案による地域の課題を

発、地域の憩いの場
「地域の縁側」
活動の支援、身近な健康増進の

解決するための事業の実施や、新たに発生する課題

ための
「ほほえみ元気体操」
の普及啓発などに取り組みます。

に適切かつ迅速に対応していきます。

わたしたちぼくたちの絵の上に
自転車をとめないでね！
！

かわさき区ビオラコンサート
出演

東京交響楽団メンバー

日時

5月11日㈬

川崎小学校４年生の児童が
「笑顔広がるみんなの川崎」
をテーマに制作した
絵画を、
路面シートに加工して、
チネチッタ通り商店街振興組合の協力のもと、

12時10分～12時50分
場所

市役所第3庁舎1階ロビー

定員

50人

チネチッタ通りの歩道に貼り付けました。
放置自転車がなくなるように願う子ども
▲前回出演時の様子

たちの声に耳を傾け、自転車を放置せず、

4月15日から市版6面の必要事項を記入しFAXかメール、電話で
区役所地域振興課☎044-201-3127

駐輪場に止めるようご協力ください。

044-201-3209 61tisin@

区役所道路公園センター管理課☎044-

city.kawasaki.jp［先着順］

211-4214

044-246-4909
▲啓発絵画シート

輝く明日へ！ありがとう
体操や英語でのリズム遊び、絵本

区のお知らせ
申し込み方法は市版6面参照

の読み聞かせを楽しめる講座です。

東海道かわさき宿交流館
＊川崎授産学園
〒210-0001本町1-8-4
☎044-280-7321 044-280-7314

江戸時代の粋に遊ぶ 「平家語り」
優美な平家語りをお楽しみくださ

6月14日、21日、28日、7月5日、12日
の火曜、10時～12時
（受け付け開始9
時45分）
、全5回
子）
と保護者10組

教育文化会館
＊川崎授産学園
☎044-233-6361 044-244-2347

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。

5月10日10時から

憧れのラテンダンス
音楽に乗って、ラテンダンスの基本
を学びます。楽しくサークル活動をして

出演：古今亭始
（二つ目）
、古今亭松ぼっ

みませんか。 5月19日、
6月2日、
16日、

くり
（前座）
。

30日、7月14日の木曜、10時半～12

5月11日㈬14時
（開場

13時半） 同施設4階

100人

4月

26日
（必着）
までに往復ハガキで。
［抽選］

時、全5回 教育文化会館 区内在住・
在勤の25人

☎044-266-3550 044-266-3554

4月21日10

かわさき老人福祉
・地域交流センター
＊川崎授産学園
〒210-0026堤根34-15
☎044-233-5592 044-221-5031

こそだてほっと・ぱぁく
保育園の保育士などと遊びながら、
学習や交流を行います。

1,000円

時から直接か電話で。
［先着順］

プラザ大師
＊川崎授産学園

5月17日、

6月21日、7月12日、9月13日、10
月18日、11月15日、12月13日、5年

食と健康・たべることの大切さを
考える講演会
食育、食習慣改善、健康商品などに

1月17日、2月21日、3月14日の火曜、

ついての講演会。 5月27日㈮13時

10時～11時

半～14時半

同施設学習室

区内

同施設２階ホール

30

在住で6カ月～就学前の子どもと保護

人

者各10組

着順]。※筆記用具、中履き、外履き

1人100円

時から電話で。
［先着順］

4月26日10

▲児童へ感謝状を授与

電話で。
［先着順］

4月16日㈯14時
（開場13

時半） 同施設4階

区

内在住で6カ月〜就学前の子ども
（第1

い。出演：菊央雄司、田中奈央一、日
𠮷章吾。

同施設学習室

4月25日から直接か電話で。 [先

入れ用袋を持参。

▲歩道にシートを貼付

川崎駅東口放置自転車対策実行委員会
（通称・赤ジャン）ボランティア会員募集
～川崎を安全・安心で住みよい環境に改善しませんか～

通称
「赤ジャン」
は、川崎駅東口駅前広場周辺の放置自転車を減らすことを
目的に活動している市民ボランティアです。
駐輪場誘導による自転車放置防止や自転車マナーの啓発活動を地道に続
けてきたことにより、放置自転車は
年々減少し、同広場周辺の環境は
改善されてきました。
あなたも一緒に活動しませんか。
区役所道路公園センター管理課
☎044-211-4214

044-246-

4909
地域みまもり
支援センター

健診名

▲通称
「赤ジャン」
の皆さん

5月の健診案内
日程・受付時間

ＨＩＶ
17日㈫
即日検査

内容など

（会場は区役所5階）
費用

4月19日から電話で
匿名で受けられます。
8時45分
区役所衛生課
感染の可能性がある
~
無料
☎044-201-3204
ときから3カ月経過
9時45分
［先着順］
した10人

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

