
川崎区版の紙面が横書きになりました・またカラー刷りの紙面は区版1面、2色刷りの面は区版2面になりました�

217,293人�

106,739世帯�

寺
尾
委
員
長（
左
か
ら
3
番
目
）よ
り�

豊
本
区
長（
右
か
ら
3
番
目
）に
中
間
報
告
書
を
提
出�

　第4期区民会議では、１年間の調査・審議の結果をまとめ

た中間報告書を区に提出し、課題解決に向けて、2つの提案

を行いました。その内容を紹介します。�

審議審議・調査結果調査結果を�
「かたち」に�
審議・調査結果を�
「かたち」に�

区民会議では、24年4月から
「みんなのまちづくり部会」と「す
こやか･共に生きる部会」を設置。
防災、健康、外国人市民の暮らし
など地域の課題解決のため審議を
重ね、提言として中間報告書をま
とめました。区では、この提言を
尊重し、これからも区民、地域団
体などと協働で地域課題の解決に
向けて取り組んでいきます。
中間報告書（概
要版）＝写真＝は、
区役所、支所、教
育文化会館、プ
ラザ大師、プラ
ザ田島、行政サ
ービスコーナー
で配布中です。
a区役所企画課1201－3296、6

201－3209。

区では、多くの区民の皆さんに
区の花「ひまわり」に親しんでも
らうため、植栽を呼び掛けていま
す。5月は種をまく絶好の時期で
す。植栽を応援するため、ひまわ
りの種子を配布します。
配布数 各施設200袋（先着順）

区内で活動している子育てグル
ープや、これから子育てグループ
を作ろうと考えている人向けに、
親子体操を指導する講師や心理職
講師を派遣します。
sa6月28日（必着）までに、申
請書にグループ名、代表者氏名・
住所、活動内容などを記入し、直
接かファクスで区役所児童家庭課
1201－3214、6201－3293。［選考］。
※申請書は同課で配布中

地域で身近な防災力の向上に向けて、�
海抜表示、避難場所の位置表示などの�
設置を提案�

外国人市民も住みやすいまちづくり�
に向けて、子どもの健康に関わる�
効果的な広報を提案�

●市内で唯一、海に面している川崎区は、津波への対
策も必要�
●現在地の海抜がどのくらいの高さなのか、浸水深（浸
水域の地面から水面までの深さ）が、どのくらいなの
か分かる表示の設置�
●避難施設の場所や現在地が分かる表示の設置�
●表示は誰もが目にしやすい場所、例えば、公共施設
や地域の協力を得な
がら町内会の掲示板な
どに設置�
●川崎区は外国人市民も
多く住んでいることか
ら、海抜表示を多言語
で表示�
�

●外国人市民が安全・安心に暮らすためには、区

から発信する情報を確実に届ける必要がある�

●子どもの健康に関

わることは重要�

●子どもの予防接種�

の必要性を正しく�

伝えるため、英語、�

中国語、韓国・朝�

鮮語、スペイン語、�

ポルトガル語、タ

ガログ語の6カ国

語で広報資料を作

成�

�
海抜表示の設置が想定される掲示板�

提言� 提言�

カローリングを体験してみませんか�
　カローリングは、氷上のカーリングを体育
館などで手軽にできるように考えられたスポ
ーツです。1チーム3人で相手チームと対戦し
ます。得点板に向けて、ジェットローラー（車
輪が付いた円盤）を投げ、得点を競います。�
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日時� 場所� sa

5月15日（水）�
18時半～20時�

市体育館�

対象／費用�
小学生以上�
（大人200円、�
学生100円）�

随時、直接か電話で�
市体育館1200－3255、�
6211－5921

子育てグループに�
講師を派遣します�

消防署に行ってみよう！�
川崎消防署オープンハウス�

川崎消防署を一般開放します。
子ども消防士
の写真撮影、消
火体験、消防車
展示など。
日時 5月18日（土）10時～12時
対象 区内在住の小学生以下と保
護者計50人
sa5月17日までに直接か電話で
川崎消防署1223－0119、6223－
2819。［抽選］

火
災
の
擬
似
体
験

区の花「ひまわり」を咲かせよう� 緑のカーテンで涼しく省エネ�

「緑のカーテン」作りに最適な、
ゴーヤーの種子を配布します。ゴ
ーヤーの葉やつるは、夏の強い日
差しを遮り、植物の蒸散作用で温
度を下げることも期待できます。
夏に向けて育ててみませんか。
配布数 各施設50袋（先着順）

日にち 5月31日（金）から　　場所 区役所、支所、教育文化会館、
プラザ大師、プラザ田島、行政サービスコーナー　
a区役所企画課1201－3101、6201－3209

　ことし3月、川崎区殿町に誕生した「川崎
生命科学・環境研究センター（LiSE）」の1
階に、カフェ・売店「フォルテ」がオープンし
ました。フォルテでは、障害のある人が生き
生きと働き、周辺で働く研究者や市民の皆
さんに安らぎのひとときを提供しています。�
　有名コーヒーチェーンと連携した質の高いドリンクやお菓子、手作りパン、
ランチメニューなどを用意しています。�
住所　川崎区殿町3－25－13 　営業時間　月～金曜（祝日は休み）8時～18時�
aフォルテについて＝障害福祉事業所フォルテ1589－5411、6589－5412�
　LiSEについて＝総合企画局臨海部国際戦略室1200－2056、6200－3540�
�
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英語、スペイン語など6カ国語で、外国人向け行政情報をメール配信しています。　a川崎区役所企画課（1201－3296、6201－3209）�

ゆっくり公園を歩きます。動き
やすい服装、靴で。帽子、飲み物
を持参。q5月16日（木）：富士見公
園w5月22日（水）：小田公園e6月
11日（火）：大師公園、いずれも9時
半～11時。a1201－3216。

調理実習と講話。5月23日（木）、
6月7日（金）、7月5日（金）、9時半
～13時、全3回。区役所5階で。
区内在住で全回参加できるおおむ
ね60歳以上の男性15人。エプロン、
三角巾、布巾持参。材料費500円
程度。sa5月15日から電話かFAX
で1201－3217。［先着順］

医師、歯科衛生士、管理栄養士、
保健師が生活習慣病予防のこつと
禁煙のアドバイスをします。5月
28日（火）15時～16時（受け付け15
時半まで）。区役所5階で。区内
在住の8人。sa5月15日から電
話かFAXで1201－3216。［先着順］

虫歯予防の話、フッ素ジェルを
使った歯磨き実習など。5月30日
（木）10時～11時半。地域子育て支
援センターふぁみぃゆ田島で。乳
幼児と保護者25組。s5月16日か
ら電話で地域子育て支援センター
ふぁみぃゆ田島1 050－5551－
5028。［先着順］

口の中の観察と手入れの実習、
歯科相談。6月6日（木）9時～11時
半。区役所5階で。区内在住の15
人。sa5月17日から電話かFAX
で1201－3212。［先着順］

年を重ねたとき、どんな町で暮
らしたいですか。理想の町に近づ
くために、何が必要か考えてみる
ための講演。参加者全員にボール
ペンをプレゼント。6月12日（水）14
時～16時15分。区役所7階で。区内
在住の100人。sa5月27日から
電話かFAXで1201－3216。［先着順］

男性保育士と一緒に体を動かし
たり、ミニシアターを鑑賞したり
します。q5月25日（土）：観音町保
育園。w6月8日（土）：新町保育園。
いずれも9時半～12時。就学前の
子どもと保護者（女性も可）。a
q観音町保育園16 277－8567
w新町保育園16333－8759。

発達障害の子どもの保護者向け
の講座。6月18日～10月22日（8
月は休み）の火曜、10時～12時、

月1～2回、全7回。教育文化会
館で。発達障害がある子どもの保
護者20人。s5月15日10時から直
接、電話、FAX、市ホームページ
で。［先着順］

障害のある人と共に英会話や理
科実験を楽しみます。6月8日～
26年1月11日の土曜、主に10時～
12時、全7回。県立川崎高校で。
20人。教材費・保険料2,000円。
s5月15日10時から直接、電話、
FAXで。［先着順］

合奏を通じて仲間づくりを楽し
みながら、地域での演奏活動を目
指します。基礎コース（午前）と
応用コース(午後)あり。6月28日
～12月13日の金曜、月2回程度、
全11回。教育文化会館他で。楽
器の演奏経験がある50歳以上の
各18人。経験のある楽器と筆記
用具持参。s5月15日10時から直
接、電話、FAX（希望コースと楽
器名も記入）で。［先着順］

コミュニケーションのこつを学
び、パートナーシップについて考
えます。6月21日～7月19日の金
曜、10時～12時、全5回。教育文

化会館で。20人。s5月16日10時
から直接、電話、FAXで。［先着順］

保育士の指導の下、手遊びやお
もちゃ作りをして子どもとの絆を
深める保護者の交流の場。6月～
26年2月（8月は休み）の第3火曜
（7、9月は第2火曜）、10時～11時
半。全8回。プラザ田島で。保険
料等実費負担あり。就園前の子ど
もと保護者30組。s5月17日10時
から直接か電話で。［先着順］

5月18日（土）9時半～12時。はぐ
くみの里で。区の花「ひまわり」
の種まき、サツマイモの種苗植え
付け体験、ハーブティーのサービ
スなど。荒天翌日。

心肺蘇生法、自動体外式除細動
器（AED）の取り扱い方法などの講
義と実習。6月14日（金）13時半～
16時半。川崎消防署で。40人。s

5月28日8時半から直接か電話
で。［先着順］

▼公園ウオーキング

▼歯周病予防相談

▼男性料理教室

▼個別健康相談

▼むし歯のない子に育てよう
2－1－3

　　http://www.city.kawasaki.jp/kawasaki/�
category/94-11-1-0-0-0-0-0-0-0.html

▼ふれあいスクール
Blue Sky＋（プラス）

▼男女平等推進学習1「自分か
らhappyに生きるために」

▼普通救命講習会

日程･当日受付時間�健診名� sa対象・内容など�費用�

会場は区役所5階。3カ月児・1歳6カ月児･3歳児健診は対象世帯に郵送でお知らせ
します。a区役所児童家庭課1201－3206、6201－3293

8時45分�
～10時�

１ 歳 児 �
歯科健診�

28日（金）� 無料�

前歯が上下4本ずつ計
8本以上生えた1歳2
カ月までの乳幼児40人
(区内在住者のみ）�

申し込みは電話で�
随時�
s地域保健福祉課�
1201－3212。［先着順］�

12日（水）�
28日（金）�

生活習慣病予防に関
連した検査と保健指
導と運動講座。血液検
査、尿検査、骨密度測
定など。他に健診を受
ける機会がなく、両日
参加できる区内在住
の18～39歳の25人�

1,220�
円�

39歳まで
の健診・
保健指導�
（キッズ�
スペース
あり）�

9時～�
9時15分�

申し込みは電話で�
5月15日から�
s地域保健福祉課�
1201－3216。［先着順］�

HIV相談・
検査�

8時40分～�
10時10分�

無料�
q4日（火）�
w18日（火）�

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15人�

申し込みは電話で�
q5月21日から�
w6月4日から�
s地域保健福祉課�
1201－3212。［先着順］�

6月の健診･検診案内� 6201－3291

▼あなたはどんな町で暮らし
たいですか

▼パパもいっしょにジョイフ
ルサタデー

▼家庭･地域教育学級１「発達
障害の子に寄り添う子育て」

情
報�

　5月15日（水）12時10分～12時40分。市役所第3庁舎1階ロビーで。出演：
田子雅代（ソプラノ）、川口成彦（ピアノ）。曲目：山田耕筰「この道」他。�
a市民文化パートナーシップかわさき16813－1550。ミューザ川崎シンフ
ォニーホール1520－0200、6520－0103

　6月5日（水）12時10分～12時50分。市役所第3庁舎1階ロビーで。東京交
響楽団メンバーによるスペシャルコンサート。出演：鈴木まり奈（ビオラ）、大
柴拓（ギター）。曲目：シューベルト「セレナーデ」、ビショップ「埴生の宿」他。�
a区役所地域振興課1201－3127、6201－3209

ランチタイムコンサート�ランチタイムコンサート�

かわさき区ビオラコンサート�かわさき区ビオラコンサート�

第213回�

大師支所、田島支所の�
エレベーター完成�

9月2日から資源物・ごみ収集日が�
変わります【説明会を開催】�

バリアフリー
化を目指したエ
レベーターの設
置工事が完成
し、支所がより
利用しやすくな
りました。
a大師支所区民センター1271－
0136、6271－0124。田島支所区
民センター1322－1967、6322－
1991

気軽に利用できます

19時～20時。当日直接。
a南部生活環境事業所1 266－
5747、6287－1840

5月25日（土）�
6月1日（土）�
6月8日（土）�
6月15日（土）�
7月6日（土）�
7月13日（土）�
7月27日（土）�

田島小学校�
小田小学校�
大師小学校�
藤崎小学校�
大島小学校�
殿町小学校�
向小学校�

日程� 場所�

3332

サンピアンかわさき講座案内�
講座名� 日程� 時間� 費用�定員� sa

7月6日（土）�

6月6日�
から直接、�
電話、FAXで�
（9時～17時）�
［先着順］�

日商簿記3級･�
2級検定試験�
準備講座�

qに関する講�
演会�

7月20日～26年1
月25日の土曜、全
23回（8/17、10/26、
11/2、12/28、26年
1/4を除く）�

13時～�
17時�

13時～�
15時�

40人�

60人�

受講料�
40,000円�
教材費�
11,000円�
程度�

無料�

q

w

sa1222－4416、6244－5094

▼アゼリア合奏団inシニア

▼すくすくルーム“たじま”

▼富士見公園「はぐくみの里」
春まつり


