
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

218,602人

107,429世帯

みみんなんなのの　 　 力力でで
暮暮らしやすいまちへらしやすいまちへ

　区では、区民の皆さんの参加と協働により、
地域の課題を解決し、地域の特性を生かしたま
ちづくりを進める｢地域課題対応事業｣を実施し
ています。今年度の主な事業を紹介します。
区役所企画課☎201-3296、 201-3209

◆区危機管理対策事業、◆地域防災活動支援事業
　区民・事業者・行政の連携強化を図るため｢川崎区危機管理地域協議会｣を
開催します。避難所の開設・運営訓練を実施するとともに外国人市民に対
する防火意識の向上を図ります。

●自転車マナーアップ事業
　スタントマンが交通事故を再現する交通安
全教室や自転車大会の開催などで、ルールの
周知やマナーアップの向上を図ります。
◆区新入学児童「交通安全絵のコンクール」事業
　「交通安全絵のコンクール」を開催し、交通
安全に対する意識の向上と自覚を育みます。

◆地域の縁側活動推進事業
　地域の人が気軽に立ち寄れる場所「まちの縁
側」を活用して地域のつながりや地域福祉の推
進に取り組みます。
★地域の保健福祉情報発信事業
　区内の子育て、健康づくり、高齢者に関す
る情報、イベント情報などを広く発信します。

　殿町3丁目の国際戦略拠点「キング スカイフロント」では、生命科
学・環境分野などの先端技術を研究・開発する拠点の整備が進められ
ています。今後、ますます注目される区内の地域資源の一つとして
区民の皆さんをはじめ、多くの人に知ってもらうために、近接する
国道409号線の交差点（殿町3丁目25番付近）の名称を「下河原児童公
園前」から「キングスカイフロント入口」に変更しました。
区役所企画課☎201-3267、 201-3209

　カーリングを体育館などで手軽にできる
カローリングの用具を貸し出します。事前
予約制。
対象　区内町内会・自治会、団体など

随時電話で区役所地域振興課☎201-
3231、 201-3209。大師支所区民センター
☎271-0137、 271-0124。田島支所区民
センター☎322-1968、 322-1991

●区民サービス向上事業
　事務や窓口環境の改善に取り組みます。

◆地域資源を活かしたまちづくり事業
　東海道川崎宿など地域の歴史・文化資
源を活用し、スタンプラリーや小学生を
対象にした狂言鑑賞教室などを開催しま
す。
★市制90周年記念事業
　市制90周年を記念した講演やコンサー
トなどのイベントを開催します。

◆いきいきかわさき区提案事業
　市民団体などから地域
課題を解決する企画を募
集し、区民の皆さんと区
が一緒に事業を実施しま
す。

★新たな課題に区長の権限で適切・迅速に対応し、課
題解決に向けた取り組みを推進します

●思春期問題対策事業
　不登校などの子どもと保護者が安心して利
用できる居場所づくりを行い、社会参加を支

援します。
★保育所等を活用した子育て支援事業
　離乳食講座、親子でランチ、親子で
遊ぼうなどの講座を開催します。

●区の花・区の木推進事業
　区の花「ひまわり」「ビオ
ラ」、区の木「銀

いちょう

杏」「長
ちょう

十
じゅう

郎
ろう

梨
なし

」の周知・浸透を図り、
地域緑化の推進につながる
取り組みを行います。

◆区危機管理対策事業 ◆地域防災活動支援事業 ◆地域 縁側活動推進事業

◆

新 権

花 木推進事業

❷❷地域福祉・健康づくり地域福祉・健康づくり（（55事業）事業）

❻❻地域コミュニティー活性化推進地域コミュニティー活性化推進（（55事業）事業）

❼❼区役所サービス向上区役所サービス向上（（11事業）事業）

❺❺地域資源活用地域資源活用（（88事業）事業）

❽❽その他経費その他経費（（22事業）事業）

❾❾区の新たな課題即応事業区の新たな課題即応事業

❸❸総合的なこども支援総合的なこども支援（（99事業）事業）

❹❹環境まちづくり環境まちづくり（（22事業）事業）

約約1,0641,064万円万円 約約355355万円万円

約約903903万円万円

約約125125万円万円
約約2,0332,033万円万円

約約488488万円万円

約約500500万円万円

約約881881万円万円

約約337337万円万円
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約6,686万円

409
至川崎 至浮島町

下河原公園

臨港消防署
殿町出張所

交差点交差点のの名称名称がが変わりました変わりました カローリングセットを貸し出しますカローリングセットを貸し出します

日時　4月16日（水）12時10分～12時40分
場所　市役所第3庁舎1階ロビー
出演　嶋田郁子、大庭蓉子、熊本比呂志
曲目　オブリビオン、見上げてごらん夜の星を他
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

日時　5月7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　サックスカルテットフェリーチェ（サクソホン四重奏）
曲目　日本の四季メドレー、情熱大陸、ゴスペルメドレー他
区役所地域振興課☎201-3127、 201-3209

ランチタイムコンサート

かわさき区ビオラコンサート

★…新規事業　◆…拡充事業　●…継続事業

みんなの　 力で

★区つくろうよコンサート事業
　地域活性化のため、さまざまな世代の
交流が図れるよう、誰もが参加できるコ
ンサートを開催します。

❶❶安全・安心まちづくり安全・安心まちづくり（（66事業）事業）

こ
と
し
も
「
ひ
ま
わ
り
」

の
種
を
配
布
し
ま
す



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。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　区役所企画課（☎201－3296、　201－3209）インターコムかわさきく 検 索

4月17日（必着。❺のみ18日必着）までに往復ハガキに教室名、必要事項、
性別を（❸❹は子どもの生年月日も）記入し〒210-0011川崎区富士見1-1-4市体育
館☎200-3255、 211-5921。［抽選］。※いずれも費用は保険料を含む。

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

健診名 日程・受付時間 定員・内容 費用

個 別
健康相談 9日（金） 15時～

15時半

生活習慣病予防のた
めの日常生活のこつ
や禁煙のアドバイ
ス。区内在住の6人

無料
4月25日から電
話で☎201-3216。
［先着順］

H I V
即日検査

❶
13日（火）
❷
 20日（火）

8時40分
～10時10
分

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

無料
❶は4月30日❷
は5月7日から電
話で☎201-3212。
［先着順］

39歳まで
の健診・
保健指導

14日（水）
 30日（金）

9時～
9時15分

生活習慣病予防に関
連した検査と保健指
導。区内在住で両日
参加できる18～39歳
の25人

実費
（検査料）

4月15日から電話
で☎201-3216。
［先着順］

１  歳  児
歯科検診 23日（金） 8時45分～10時

1歳前後で歯が生え
ている乳幼児30人 無料

随時、電話で☎
201-3212。［先着
順］

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

センター

市体育館スポーツ教室　

教育文化会館
☎233-6361、 244-2347

▼俳句「さつき会」文化講座
初心者向け俳句の基礎講座。最

終回は街歩きをしながら俳句を作
ります。5月8日、15日、6月12日、
19日の木曜、10時～12時、全4回。
教育文化会館他で。20人。実費（保

険料）。 4月17日10時から直接、
電話、FAXで。［先着順］
▼ ゼロから楽しむアメフット観
戦講座
アメリカンフットボールのルー

ルや試合の見どころを学び、プレ
ーします。5月10日と24日の土曜、
10時～12時、全2回（希望者のみ5
月17日11時から試合観戦）。教育
文化会館他で。20人。 4月16日
10時から電話かFAXで。［先着順］

教室名 日程・曜日・時間 対象・費用
❶はじめてのジョ
ギング

５月７日～６月18日の水曜、
９時45分～11時、全７回

18歳以上で心肺機能に疾患
がない15人。3,700円

❷はじめてのフラ
ダンス

5月8日～7月24日の木曜、
11時～12時15分、全12回

15歳以上（中学生を除く）40
人。6,300円

❸ベビーマッサー
ジ＆ママケア

5月9日～7月11日の金曜、
13時～14時、全10回　　

開講時点で生後2カ月～つ
かまり立ちする前の子ども
と保護者10組。8,400円

❹親子でニコニコ
ヨガストレッチ金
曜コース

5月9日～7月11日の金曜、
14時半～15時半、全10回

開講時点で生後8カ月～2
歳未満の子どもと保護者10
組。8,400円

❺シェイプアップ
パワーヨガ

５月10日～７月26日の土曜
（５月31日、６月28日を除く）、
16時～17時、全10回

15歳以上（中学生を除く）、
30人。5,200円

臨港消防署
☎299-0119、 299-0175

▼普通救命講習会
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。5月28日（水）13時半～16
時半。臨港消防署で。30人。 5
月13日8時半から直接か電話で。
［先着順］
区役所地域保健福祉課

☎201-3216、 201-3291

▼スロージョギングのすすめ
早足で歩くのと同じ程度のスピ

ードでゆっくり走ります。5月1日
（木）14時～16時。市体育館で。区内

在住の50人。動きやすい服装と体
育館履きで。飲み物とタオル持参。

4月15日から電話かFAXで。
［先着順］
▼健康づくりボランティア養成講座

いずれも13時半～16時（6月12
日は9時～13時）、全4回。区役所
他で。区内在住で全回参加できる
各25人。 4月15日から電話か
FAXで。［先着順］

子育て事業特集子育て事業特集

●体験保育「親子でランチ」
　子どもと同じ年齢のクラスに交
ざり、一緒に遊び昼食を取ります。
日程　5月15日、29日、6月12日、26
日、7月10日、24日の木曜
時間　9時20分～ランチ終了
場所　大島・藤崎・東小田保育園
対象　10カ月～就園・就学前の子
どもと保護者、各日各園2組
4月22日から電話で。［先着順］
●保育連続講座「親子で遊ぼう」
　体を動かしたり、ふれあい遊び
をしたり、参加者が交流できる講座。
日程　6月10日～7月1日の火曜、
全4回
時間　10時～10時45分
場所　大島保育園
対象　1～2歳の子どもと保護者13
組
5月8日から電話で。［先着順］
●プレママ・プレパパ保育体験講座
　0歳児クラスでの保育体験や育

　企画・運営する個人・団体を募集します。9月6日（土）の開催に向け、5
月から月1回会議を行います。さまざまな団体と交流できます。
会議・対象　実行委員会（5回程度）、フェスタ準備日（9月5日予定）、当
日に参加でき、区内で子育て支援活動をしているか関心のある個人・団体

4月21日までに電話かファクス（住所、氏名、電話番号を記入）で区
役所こども支援室☎201-3312、 201-3293。［選考］

　　　　　　人数　2人　　任期　6月1日から2年間
資格　区内在住1年以上で20歳以上（6月1日現在）の人。※市職員と市
付属機関の委員を除く

5月8日（必着）までに住所、氏名、生年月日、電話番号、性別、職
業、主な職歴、応募理由を記入（書式自由）し、小論文「地域の中で健康
づくりを進めていくために」（800字程度、書式自由）を添えて直接か郵送
で〒210-8570川崎区役所地域保健福祉課☎201-3217、 201-3291。［選考]

かわさき区子育てフェスタ実行委員募集かわさき区子育てフェスタ実行委員募集
健康づくり推進会議公募委員を募集

児相談。
日程　5月27日（火）、28日（水）
時間・場所　9時半～10時半…藤
崎・小田・渡田保育園。14時半～15
時半…大島・新町・東小田保育園
対象　週数36週未満の妊婦とパー
トナー、各日各園2組
5月7日から電話で。［先着順］
●保健講座
時間・場所　❶5月21日（水）…小田
こども文化センター❷6月19日（木）
…地域子育て支援センターむかい
❸７月14日（月）…藤崎保育園。いず
れも10時半～11時半
テーマ　❶子どもの救急蘇生法❷
生活リズム❸夏に多い子どもの病
気
対象　就学前の子どもと保護者、
❶10組❷20組❸30組
４月30日から電話で。［先着順］

●子育てひろばきょうぶん
　子育て中の保護者同士が、お話

しながら、子どもと遊べる場です。
日時・場所　毎月第2水曜・第4木
曜（4月と8月を除く）、10時～11時
半（開場9時50分）。教育文化会館
対象　就園前の子どもと保護者、
当日先着7組。保護者は靴下を着用
●市民自主企画事業「お父さん
のための子育て講座『かわいく』」
　男性保護者が子育てのスキルを
学びながら、仲間をつくります。
日時　6月7日（土）10時～12時
場所　区内の公園
対象　男性保護者と家族10組
参加費　100円程度（保険料）
4月22日10時から直接、電話、

ファクス（参加者全員の住所、氏
名、年齢、電話番号を記入）、市ホー
ムページで。［先着順］

●くらべたってしかたない
　子育ての悩みを語り合う仲間を

見つけます。
日時　5月22日～6月26日の木曜、
10時～12時、全6回
場所　プラザ大師
対象　2～3歳の子どもの保護者
12人。別途実費あり。保育あり（就
学前の8人、950円、要予約）
5月1日10時から直接か電話で。

［先着順］
●子どものたまり場
　料理をする楽しさや食事の大切
さを知ることで、食育を体験から
学びます。
日時　5月25日～27年3月8日の日
曜、10時～12時半、全8回、月1回
程度
場所　プラザ大師
対象　小学生以上21人
参加費　1,000円（材料費）
4月30日（必着）までに講座名、
住所、氏名、ふりがな、電話番号、
学校名、学年、性別を記入し往復
ハガキで。［抽選］

☎201-3331、 201-3293
区役所こども支援室区役所こども支援室

☎233-6361、 244-2347
教育文化会館教育文化会館

〒210-0802川崎区大師駅前1-1-5プラザ大師
☎266-3550、 266-3554

プラザ大師プラザ大師

地域の健康に
関する課題を協議

回 健康づくり
サポーター

食生活改善
推進員

1 5月23日（金）※合同実施
2 5月30日（金）※合同実施
3 6月6日（金） 6月12日（木）
4 6月13日（金） 6月20日（金）


