区では「YOUテレビ」のデータ放送を活用し、区のイベント、事業紹介、防
災情報などを発信していきます。
「YOUテレビ」を受信できるデータ放送機
能があるテレビで見ることができます（写真）。

操作方法
テレビのリモコンdボタンを押
す→お住まいの区を選択して
ください→川崎区→行政情報
→川崎区からのお知らせ
地域防災力向上のために
217,902人
107,143世帯

※YOUテレビ･･･川崎区、幸区、横浜市鶴見区、神奈川区、港北区を視聴
エリアとしたケーブルテレビ

a区役所企画課1201−3267、6201−3209

平時に大切な防災訓練

ます。また、災害時に円滑な避難所の開設や運営ができるよう、区内
の中学校区10カ所で避難所運営委員を中心とした実践的な訓練を行い
ます。

海抜・津波浸水深表示板の設置
海抜 津波浸水深表示板の設置
市内で唯一海に面し、外国人市民が多く住む川崎区では、大規
模な地震が発生した場合に備えて、さまざまな取り組みを進めて
います。防災についての主な取り組みを紹介します。
a区役所危機管理担当1201−3327、6201−3209

東日本大震災の津波被害や区民会議からの提案を踏まえ、区民が迅
速・円滑に避難できる目安となるように「川崎区海抜・津波浸水深表
示板」を作成しました（写真）。海抜と浸水深について、日本語を含め
た4カ国語（他に英語、中国語、韓国・朝鮮語）で表示しています。
今後、地域の皆さんと協力しながら、町内会・自治会掲示板（約900
カ所）に設置していきます。

地域防災力向上のために
地域防災力向上のため
区は地域防災力の一層の強化を図るため、区民、事業者、行政など
の連携による「区危機管理地域協議会」を昨年6月に設置し、災害に強
地域防災力向上のために
いまちづくりに取り組んでいます。今年度は、主に臨海部の帰宅困難
者への対策、避難所の開設・運営訓練、災害時の医療体制の見直しな
平時に大切な防災訓練
どについて検討します。

災害時に自力で避難することが困難な人が、要援護者として名簿登録
し、地域の支援組織にその情報を提供することで、いざという時の安否
確認や避難支援など、地域での助け合いに活用する制度です。詳細は、
お住まいの地域の区役所、各地区健康福祉ステーションに問い合わせく
ださい。
a区役所高齢・障害課1201−3080、6201−3293、大師地区健康福祉ステ
ーション 1 271−0157、 6 271−0128、田島地区健康福祉ステーション 1
322−1986、6322−1984

平時に大切な防災訓練
平時に大切な
平時に
大切な防災訓練
防災訓練
24年度は津波を想定した「津波避難
海抜・津波浸水深表示板の設置
訓練」を、浸水深の高い地域の臨港中学
校と大島小学校で実施しました
（写真）
。
今年度は、12月7日
（土）にさくら小学
海抜・津波浸水深表示板の設置
校で津波避難訓練の実施を予定してい

かわさきのお祭り大集合
区内の歴史的な祭りや新しい祭
りを映像、音楽、ダンスで舞台演
出します。
日時 10月6日（日）13時半〜16時（開
場12時半）
場所 教育文化会館
定員 900人
s 9月28日（必着）までに往復ハガ
キに全員の住所、氏名、年齢、電話
番号を記入し〒210−0011川崎区富士
見2−1−3教育文化会館内川崎区文
化協会。
［抽選］。※残席がある場
合は当日受け付けあり。会場へ直接
a 川崎区文化協会1222−3582、区
役所企画課1 201−3267、6 201−
3209

海風の森「森の楽園」
水仙とアジサイの植樹、昆虫、海
の生き物の観察をします。

日時 10月12日（土）9時〜15時
場所 海風の森（浮島町公園）
対象 小学生と保護者25組
参加費 100円（保険料）
sa9月17日から電話か、全員の住
所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番
号を記入しファクスで区役所企画
課1201−3267、6201−3209。
［先着
順］

かわさき区

ウキウキウオーキング
高齢者が安心して外出するために、
休憩できる場所や史跡などを紹介
しながら巡ります。
日時 11月13日（水）12時〜15時半
場所 稲毛公園〜京急川崎大師駅前
定員 50人
sa10月21日（消印有効）までに往
復ハガキに全員の住所、氏名（ふり
がな）、年齢、電話番号を記入し〒210
−8570川崎区役所企画課1201−3267、
6201−3209。
［抽選］

区制40周年記念誌「歴史文化と花のまち

【災害時要援護者避難支援制度】をご存知ですか

カローリングは、氷上のカーリ
ングを体育館などの床面でも手軽
にできるように考えられたスポー
ツです。
日時 10月14日（祝）10時〜12時、
13時〜15時
場所 市体育館
※当日は、市体育館を無料開放。
卓球、体力テストなども参加でき
ます。詳細は問い合わせください
a区役所地域振興課1201−3231、
6201−3209

パワフルかわさき区民

綱引き大会参加チーム募集
子どもの部（1チーム12人。小
学1〜3年生4人以上、小学4〜6
年生8人以内）、女子の部（1チー
ム8人）
、大人の部（1チーム12人、
そのうち女性2人以上）に分かれ
て試合を行います。

日時 11月3日（祝）10時〜16時
場所 市体育館
sa 9月30日までに電話か、希望
の部、代表者の住所、氏名、電話
番号を記入しファクスで区役所地
域振興課1201−3231、6201−3209

かわさき区ビオラコンサート
◆10月定例コンサート
日時 10月2日（水）12時10分〜12
時50分
場所 市役所第3庁舎1階ロビー
出演 東京交響楽団メンバー（フ
ルート・ピアノ）
◆オータムコンサート
日時 10月6日（日）14時〜14 時半、
15時〜15時半
場所 アトレ川崎1階ツバキ広
場（駅前本町26−1）
出演 岡村美帆・岡村幸子（オカ
リナ・キーボード）
a区役所地域振興課1201−3127、
6201−3209

かわさきく」は、区役所、支所、区内の主な公共施設で配布しています

ら電話かFAXで 1 201−3216。［先
着順］
3332

BCG
定期
予防接種

4月1日から、BCG定期予防接種の対象年齢が生後1
歳の誕生日前日までになりました。接種時期は生後5
〜8カ月に達するまでの間が最適です。3カ月児健診と
併せて日程を案内しています。未接種とならないよう、
気を付けください。

結核
予防週間

厚生労働省では毎年9月24日〜30日を｢結核予防週間｣
と定めています。区は結核罹患率が全国平均の2倍、市
全体の中で3割が区内から発生しており、結核感染者が
多い地域です。結核の症状は風邪と似ています。せき
や微熱が続くなど、気になる症状があったら、早めに
医療機関を受診し、胸部レントゲン検査を受けましょう。

▼ ジョイフルサタデー
▼ 特設行政相談
国の行政機関などの業務につい
て、行政相談員が相談に乗ります。
10月2日（水）…イトーヨーカドー川
崎店で（川崎区小田栄2−2−1）､3日
（木）…イトーヨーカドー川崎港町店
で（川崎区港町12−1）
。いずれも13
時〜16時。※区役所では毎月第1
金曜13時〜16時に相談を受け付け
中。

10月19日（土）q9時半〜12時…
人形劇の観賞など。 w10時50分
〜11時40分…身近な物を使って
体を動かします。地域子育て支援
センターむかいで。就学前の子ど
もと保護者。wは15組（要予約）s
9月30日10時から電話で同センタ
ーむかい1244−7730。
［先着順］
sa1233−6361、
6244−2347

▼ 防災まちづくり講座「いざと
いうときあなたはどうする」

区の現状を把握し、想定される
災害について学び、防災について
▼ ほほえみ元気体操
考える講座。施設見学も。10月17
介護予防に役立つ体操。9月17
日（火）10時〜11時。区役所7階で。 日〜11月14日の木曜、主に13時半
区 内 在 住 で お お む ね 65歳 以 上 。 〜15時半、全5回。教育文化会館
当日先着20人。動きやすい服装で。 他で。20人。保険料、交通費など
実費。s9月18日から電話かFAXで。
飲み物持参。a1201−3216
［先着順］
▼ 歯周病予防相談
口の中の観察と手入れの実習、
▼ 家庭・地域教育学級Ⅱ期
「初めての子育て」
歯科相談。10月4日（金）9時〜11時
子どもの心、親の心を育て合う
半。区役所5階で。区内在住の15
sa
講座。10月17日〜12月12日の木曜
人。
9月17日から電話かFAX
1
（10月24日、
11月7日、21日、12月
で 201−3212。［先着順］
5日を除く）10時〜12時、全5回。
▼ 食生活講座
教育文化会館で。区内在住で0〜
糖尿病を予防する食事の話と調
1歳半の子ども（第1子）と保護者、
理実習。10月4日（金）9時半〜12時
20組。 s9月18日から電話かFAX
半。区役所5階栄養室で。区内在
で。
［先着順］
住の15人。材料費500円程度。エ
プロン、三角巾、布巾3枚持参。
▼ シニアの社会参加支援事業
「災害を乗り切るための知恵」
sa 9月17日から電話かFAXで 1
201−3217。［先着順］

▼ 公園ウオーキング
大師公園：10月8日(火)、9時半
〜11時。動きやすい服装、靴で。
帽子、飲み物持参。※予定してい
た富士見公園：9月19日（木）と小
田公園：9月25日（水）は参加者の
熱中症予防のため中止。a1201−
3216。

▼ むし歯のない子に育てよう
虫歯予防の話、フッ化物の体験
など。 q10月10日（木）…地域子育
て支援センターむかい（1 244−
7730）で w10月17日（木）…地域子
育て支援センターろば（1 276−
4800）で e10月30日（水）…地域子
育 て 支 援 セ ン タ ー ふ じ さ き （1
211−1357）で。いずれも10時〜11
時半。乳幼児と保護者25組。 s
qwは9月17日から eは10月7日
から電話で各地域子育て支援セン
ター。
［先着順］
。a1201−3212。

▼ひざ痛・腰痛を予防しよう
ひざ痛・腰痛予防のための筋肉
の使い方を学びます。動きやすい
服装で。飲み物持参。10月29日
（火）14時〜16時。区役所5階で。
区内在住の30人。sa10月1日か

a区役所地域保健福祉課1201−3204、6201−3291

備蓄食料品を上手に生かす方法
などを一緒に考えます。11月1日
〜12月20日の金曜（11月8日、22
日、12月13日を除く）、10時〜12
時、全5回。教育文化会館他で。
50歳以上の20人。s9月18日から
電話かFAXで。
［先着順］

川崎区追分町16-1

▼「田島寄席」
桂歌助が出演。9月21日（土）14
時〜15時（開場13時半）。プラザ
田島で。当日先着80人。

▼「大人と子どもの遊友くらぶ」
地域作業所はぐるま工房稗原農
園（宮前区水沢2−10−2）で働く知
的障害者の人と共同で農作業を体
験します。10月19日（土）11時〜14
時（予定）。川崎駅改札に9時半集
合。区内在住の小学生10人。保
護者1人同伴可。保険料･交通費
は実費。 s 9月24日（必着）まで
に往復ハガキで。
［抽選］

コーラス、健康を題材にした落
語、パンの販売などを行います。
9月21日（土）10時〜15時。大師分
室（旧大師ブランチ）で。

まち歩き、おもちゃ作り、料理
などを行います。10月4日、18日、
11月8日、29日、12月13日、26
年1月17日、2月7日、21日の金
曜、13時半〜15時半、全8回。プ
ラザ大師で。シニア世代の16人。
sa9月16日10時から直接か電話
で。
［先着順］

▼「クレパスアートをかこう」
プラザ大師の大きなガラスをキ
ャンバスに、テーマを決めて絵を
描きます。11月9日と30日の土曜、
10時〜12時、全2回。プラザ大師
で。全回参加できる小学生以上
15人と就学前の子ども（保護者同
伴）15人。 sa10月1日10時から
直接か電話で。
［先着順］

200 3869

▼ 出張防犯相談コーナー
空き巣、ひったくり、振り込め
詐欺、車上狙いなどに関する防犯

▼ 健康講演会「不整脈について」
医師による不整脈についての講
話と健康体操。10月15日（火）13時
半〜15時半。日進町老人福祉セ
ンターで。体操に支障が無い60歳
以上の50人。s 9月17日10時〜9
月27日15時に直接。
［抽選］

講座：11月7日〜26年7月3日の
木曜（12月26日､1月2日、5月1日
を除く）
、18時半〜21時、全32回。
40人（最少開講人数10人）
。50,000
円（別途、教材費20,000円程度）。
講演会：10月19日（土）13時〜15時。
60人。いずれもサンピアンかわ
さきで。s9月19日から直接、電
話、FAXで。
［先着順］

10月の健診･検診案内
健診名

▼「実践シニアライフ〜何で
もやってみよう」

sa1211−3181、6233−5592

▼ ファイナンシャル･プラン
ニング技能士2級資格試験
準備講座･講演会

▼ だいし健康福祉まつり

200 2284

相談、住宅の無料防犯診断の受け
付け、錠前の展示などを行います。
q9月19日（木）…田島支所1階で
w10月10日（木）…大師支所1階で。
いずれも10時〜15時。

日程・受付時間

対象・内容・料金

会場は区役所5階
6201−3291
sa

qは9月17日から
q1日
匿名で受けられます。
H
I
V （火） 8時40分〜 感染の可能性がある wは10月 1日から
電話で地域保健福祉課
即 日 検 査 w15日 10時10分 ときから3カ月経過
1201−3212。
した15人
（火）
［先着順］

15時〜
個別健康
4日（金）
15時半
相
談

医師や管理栄養士に 9月17日から電話
よる、生活習慣病予 かFAXで
防のための日常生活 地域保健福祉課
のこつや禁煙のアド 1201−3216。
［先着順］
バイス

q 9日
39歳まで
（水） 9時〜
の 健 診・
w29日 9時15分
保健指導
（火）

生活習慣病予防に関
連した検査と保健指
導。血液検査、尿検査
など。1,220円。両日
参加できる区内在住
の18〜39歳の25人

１ 歳 児
8時45分
18日（金）
歯科健診
〜10時

随時、電話で
1歳前後で歯が生え 地域保健福祉課
ている乳幼児、30人
1201−3212。
［先着順］

9月17日から電話で
地域保健福祉課
1201−3216。
［先着順］
（キッズスペースあり）

3カ月・1歳6カ月･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1201−3214、6201−3293

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）

