ランチタイムコンサート
日時

2月19日（水）12時10分 〜12時
40分
場所 市役所第3庁舎1階ロビー
（サクソホン四重
出演 ガチカル
奏）
曲目 情熱大陸、瀬戸の花嫁、燃
えよドラゴン他
市民文化パートナーシップかわ
さき☎ 813-1550。ミューザ川崎
シンフォニーホール☎520-0200、
520-0103

218,445人
107,339世帯

2 15 土

かわさき区ビオラコンサート
日時

3月5日（水）12時10分 〜12時
50分
場所 市役所第3庁舎1階ロビー
テーマ 「映画音楽とともに」
出演 レジェーロサキソフォンア
ンサンブル
（サクソホン四
重奏）
曲目 ジブリメドレー、星に願い
を、スターウォーズ他
区役所地域振興課☎201-3127、
201-3209

優雅な

調べを身近に
ゲスト

かわさき区ビオラコンサート
区では、さまざまなジャンルの音楽を気軽に楽しんでもら
うため「かわさき区ビオラコンサート」を開催してきました。
今回は特別企画として、テーマを「クラシック音楽」に絞り、
より身近に感じてもらうための音楽会を開催します。

地域のアーティストが出演
区では、区内などで活躍する演奏者による
区では 区内などで活躍する演奏者による「クラシック音楽会」
「クラシ ク音楽会」を開
催します。公募で選ばれた個人・グループを含む全7組が出演し、個性
豊かな色とりどりの音色を響かせます。ゲストとして、近藤千花子（東
京交響楽団クラリネット奏者）や古渡智江
（声楽家）
も出演します。この
機会に、クラシック音楽の世界に触れてみませんか。
日時 2月15日（土）14時〜17時（開場13時40分）
場所 サンピアンかわさき1階ホール
定員 当日先着700人
演奏時間
14：05〜14：20
14：25〜14：40
14：45〜15：00
15：05〜15：20
15：25〜15：40
15：55〜16：20
16：25〜16：50

近藤千花子
ⒸN.Ikegami

出演
ラ・ベル・カンタービレ（ミュージックベルアンサンブル）
青木隆子（声楽）
やさしいコーラス華（声楽）
Duo Deux Fleurs（バイオリン・二重奏）
Delizioso（トランペット・トロンボーン八重奏）
古渡智江（ドラマチックソプラノ）
近藤千花子（東京交響楽団クラリネット奏者）

区役所地域振興課☎201-3127、

出演者

市民の皆さんの声が、しっかり伝わる身近な市政を実現でき
るよう、市長が区民の皆さんから意見を聞く
「区民車座集会」を
開催します。市長と意見交換をしてみませんか。傍聴のみもで
きます。
日時 2月21日（金）19時〜20時半
（開場18時半）
場所 区役所7階第1会議室
対象 原則として、区民（区内在住・在勤・在学か区内で活動し
ている人）
いずれも当日17時から第1会議室前で
入場整理券を配布します

※来場は公共交通機関を利用してください
※詳細は市ホームページをご覧ください。また、当日の様子は
インターネットで動画配信します。市ホームページの「市長の
部屋」
からアクセスしてください
サンキューコールかわさき☎200-3939、 200-3900

やさしいコーラス華

ラ・ベル・カンタービレ

青木隆子

201-3209

市長による区民車座集会を開催

定員 当日先着30人
傍聴 当日先着50人

古渡智江

Delizioso（デリツォーゾ）

Duo Deux Fleurs
（デュオ・ドゥー・フルール）

26年度保育所入所不承諾の人への時間外相談（予約制）
期間

2月10日（月）〜3月1日（土）
（日曜、祝日は除く）
曜日

時間

平日の相談時間などの詳細
は、2月7日（金）に発送する選
考結果通知をご覧ください

土曜

9時〜12時

場所
区役所3階
大 師・田 島 地 区 健 康 福 祉 ス
テーション1階
区役所3階
※大師・田島地区健康福祉ス
テーションに申し込んだ人も
区役所で

申し込み

（土
2月10日 か ら
曜を希望する場
合 は 前 日 の17時
までに）
電話で

対象 26年度入所申し込みで不承諾となった人
内容 保育所入所や認可外保育施設
（川崎認定保育園など）に関する相談・案内。相
談時間は約30分
区役所児童家庭課 ☎201-3339、大師地区健康福祉ステーション ☎271-0169、田島
地区健康福祉ステーション☎322-6703
※予約がない人の相談は、受けられません。状況により、お待ちいただく場合があります

かわさき市政だより川崎区版は、
毎月1回、1日に発行しています。町内会・自治会などを通してお届けしています

26年度いきいきかわさき区提案事業

教文まつり

●募集開始
地域の身近な課題解決に向け、
市民団体などからの提案を募集します。
提案を受けた事業を審査し、実施が決定した事業は、提案団体に委託し
ます。区は事業の広報、事業の実施費用の負担などを行います。
募集期間 2月17日〜3月7日
申込用紙を直接、
区役所企画課☎201-3267、 201-3209。
［選考］
※申込用紙は2月中旬から区役所、大師・田島支所で配布、区ホームペー
ジからもダウンロードできます。詳細は区役所、大師・田島支所など
で配布する募集案内か、区ホームページをご覧ください

教育文化会館で活動している団体が日ごろの活動成果を披露します。
体験講座もあります。
期間 3月11日（火）〜16日（日）
場所 教育文化会館
内容

●過去の主な実施事業
◆
「チョットの工夫で元気に過ごす」
講座
高齢者向けの食生活の話など
ちょうじゅうろうなし
まつり
◆区の木
「長十郎梨」
区の木に選定された
「長十郎梨」
の普及啓発

失語症がある人向けの言葉の訓
練。2月18日（火）、3月11日（火）、13

12日（水）13時〜15時

4階第1学習室

茶道表千家体験

12日（水）13時半〜16時

5階茶華道教室

オカリナ体験

13日（木）13時〜14時

5階視聴覚室

パンねんど体験

15日（土）10時〜12時

2階第1会議室

演技、オカリナ、フラダンス、
16日（日）13時〜16時
朗読、コーラス、民謡など

教育文化会館☎233-6361、 244-2347

路側帯とは、歩道がない道
路のうち、車道と白線で仕
切られた部分のこと

区役所危機管理担当☎201-3134、 201-3209
時半〜15時半。区役所4階で。区内
在住で40歳以上の人、各日20人。
随時、電話かFAX
（希望日を記
入）
で☎201-3216。
［先着順］

▼公園ウオーキング
❶富士見公園：2月20日（木）❷小田
公園：2月26日（水）❸大師公園：3月11
日（火）、いずれも9時半〜11時。動
きやすい服装と靴で。帽子、飲み
物 を 持 参。 雨 天 中 止。 ☎2013216。

▼歯科衛生士ボランティア研修会
2月27日（木）10時〜11時半。区役
所5階で。区内在住で歯科衛生士
として復職を目指す人や、歯科衛
生士の免許を持ち、歯・口の健康
に関する事業に関心のある30人。
2月17日 か ら 電 話 かFAXで ☎
。先着順］
201-3212［

▼脳を若く保つ「ひけつ」
認知症を予防するために日ごろ
からできる健康的な生活方法を学
びます。❶認知症を予防するため
の講話：3月4日（火）14時〜16時❷室
内ウオーキング体験：3月11日（火）
14時 〜16時、 全2回。 田 島 支 所3
階で。区内在住で全回参加できる
30人。動きやすい服装と靴で。飲
み物、タオル持参。
2月20日
保健福祉
センター

カローリング
体験会

日程・曜日
2月19日（水）

時間

対象・費用

小学生以上
18時半〜20時 大人 円、学生 円
200
100

フィットネス＆ 2月15日、3月1日、
16時〜17時
パワーヨーガ
15日の土曜

15歳以上の25人
各日500円

スクエアステッ 2月21日、3月7日、14時45分〜
プ体験会
14日の金曜
15時45分

おおむね55歳以上の20人
各日200円

動きやすい服装、室内シューズを持参してください
当日窓口に直接。開場は各15分前。
［先着順］
市体育館☎200-3255、 211-5921

から電話かFAXで☎201-3216。
［先
着順］

▼ダイエットとメタボ予防
医師と管理栄養士によるメタボ
リック症候群
（内臓脂肪症候群）予
防についての講話。3月7日（金）13
時半〜15時。区役所5階で。区内在
住 の25人。
2月19日から電 話
かFAXで☎201-3216［
。先着順］

会場はいずれも区役所5階。
3月の健診･検診案内 地域保健福祉課 201-3291

健診名

日程・受付時間

定員・内容

費用

❶4日
8時40分
H I V （火）
〜10時10
即日検査 ❷18日
分
（火）

匿名で受けられます。
感染の可能性がある
無料
ときから3カ月経 過
した15人

個
別
15時〜
6日（木）
健康相談
15時半

生活習慣病予防のた
2月17日から電話
めの日常生活のこつ
。先
無料 で☎201-3216［
や禁煙のアドバイ
着順］
ス。区内在住の6人

市体育館スポーツ教室
教室名

6階大会議室

Ⓒ全日本交通安全協会
改正道路交通法のあらまし

子育て中の保護者同士がおしゃ
べりしながら、子どもと自由に遊
べる場です。毎月第2水曜、第4
木 曜、10時 〜11時 半（開 場10時）。
教育文化会館で。0歳〜2歳の子
どもと保護者、当日先着7組。保
護者は靴下を着用。飲み物持参。

▼ことばの教室

書道体験

路側帯内を双方向に
通行することは禁止
になりました

244-2347

201-3291

5階茶華道教室

これまで路側帯は、自転車の双方向通行が可能でした。しかし、自転車同士の衝突や接触事故の危険性があるた
め、自転車などの軽車両が路側帯を通行するときは、道路の左側に設置された路側帯を自動車などと同じ方向に
しか通行できなくなりました。※右側部分の路側帯を通行した場合、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金

▼子育て啓発事業
「子育てひろば
きょうぶん」

☎各担当へ、

12日（水）10時〜12時

〜25年12月1 日から道路交通法の一部を改正する法律が施行されました〜

教育文化会館

区役所地域保健福祉課

きもの着付け体験

自転車に新ルール。路側帯の通行方法に新しい規制

木の枝や葉を使った工作などを
行います。
日時 3月9日（日）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 1人50円
（保険料）
2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☎201-3267、 201-3209。
［先
着順］

☎233-6361、

場所

11日（火）〜16日（日）、10時
1階イベントホール・
（16
（11日は13時）〜16時
ギャラリー
日は15時）

書道、ちぎり絵、写真、
絵手紙、水彩画など

●事業説明会
事業提案の募集に当たり、説明会を開催します。
場所 区役所7階会議室
日時 2月18日（火）14時〜15時半

海風の森「森の楽園」
参加者募集

日時

❶は2月18日から
❷は3月4日から
電話で☎201。先着順］
3212［

生活習慣病予防に関
❶12日
連した検査と保健指
2月17日から電話
39 歳まで （水） 9時〜
導。両日参加できる 1,220 で☎201-3216［
。先
の 健 診・
❷28日 9時15分 区内在住で 〜 歳 円
着順］
保健指導
18 39
（金）
の25人
随 時 、電 話 で ☎
8時45分 1歳前後で歯が生え
１ 歳 児
［先着
無料 201 - 3212 。
日（金）
14
歯科検診
〜10時
ている乳幼児30人
順］
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
区役所児童家庭課☎201-3214、 201-3293

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。 インターコムかわさきく

検索

区役所企画課
（☎201−3296、 201−3209）

