区長就任あいさつ

人と人とのつながりを大切に

219,206人
108,130世帯

このたび、川崎区長に就任した大谷雄二です。
川崎区は、昨年10月に開館した東海道かわさき宿交流館などの歴史的
資源や産業遺産などの地域資源に加え、臨海部では国際戦略拠点「キン
グスカイフロント」を中心に先端技術の研究開発が
進められるなど、魅力と活力のあふれたまちです。
こうした地域資源を生かしたまちづくりを進める
とともに、東日本大震災以降、区役所には災害に強
いまちづくりや地域のつながりをつくる取り組み
が求められています。区民の皆さんと力を合わせ、
人のつながりを大切にし、安全で安心なまちづくり
を目指していきますので、よろしくお願いいたしま
川崎区長
す。
大谷 雄二

暮らしやすい地域社会を目指して

区民会議からの提案
審議結果を形に
第4期区民会議（24年4月1日〜
26年3月31日）では「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。地域課題の解
決のために審議を重ね、提言とし
て最終報告書をまとめました。
区では、この提
言に基づき、区民・
地域団体などと協
働し課題解決に向
けて取り組んでい
きます。最終報告
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。

1

提言

●区の臨海部には、多くの工場
が立ち並び、中には石油や高圧
ガスなどの危険物を扱うコンビ
ナートなどの施設もある
●東日本大震災以降、これらの
施設では、災害対策を強化して
いるが、その取り組みが区民に
十分知られているとは言えない
●取り組みを知ってもらうた
め、臨海部のコンビナートの災
害対策を分かりやすい形で伝え
る防災出前講座（写真）を開催
する

新たな委員による第5期区民会議が、4
月から2年間の任期でスタートしました。
公募を含めた20人の委員（右表参照、敬
称略：50音順）
が、さまざまな分野で暮らし
やすい地域を目指し、地域課題を解決でき
るよう審議を重ねていきます。

氏名
赤間 靖夫
新井 一成
新井 トキ子
荒巻 裕子
石渡 勝朗
岩瀨 絹代
金岩 勇夫
知念 ジョアンナ
塚原 晴美
寺尾 宇一

区役所企画課☎201-3296、

201-3209
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提言

臨海部コンビナートの
災害対策を区民に発信

第5期がスタート

第4期区民会議では、2年間の調査・審議の結果を
まとめた報告書を区長に提出し、課題解決に向けた
提案を行いました。主な内容を紹介します。

地域で子どもに関する
活動をしている
団体同士の情報共有や
連携の仕組みづくり

富士見公園「はぐくみの里」春まつり
地域住民の交流の場として、春まつりを開催します。
日時・場所 5月17日（土）9時半〜12時、富士見公園内「はぐくみの里」
※荒天翌日
内容 区の花「ひまわり」の苗植え付け体験
と種の配布、サツマイモの苗植え付け体験、
田植え体験など
区役所道路公園センター☎244-3206、 246-4909

日時・場所 6月4日（水）12時10分〜12時50分、市役所第3庁舎1階ロビー
ビ
出演 東京交響楽団メンバー
（チェロとピアノ）
曲目 「白鳥」
「リベルタンゴ」
「見上げてごらん夜の星を」他
区役所地域振興課☎201-3127、 201-3209

国・朝鮮語、ポルトガル語、
スペイン語、タガログ語）に

対応した区役所窓口に
おける問答集の作成

氏名
戸村 正房
中村 紀美子
埜瀬 晴美
朴 昌浩
畑 敏雄
原 千代子
原田 歩
深瀬 欣之助
森脇 卓郎
山田 義孝

●区内には多くの外国人市民が
住んでおり、区役所窓口での手
続きや対応が円滑に進まない
ケースが見られる
●区役所で窓口対応を行う職員
に行ったアンケートの結果、さ
まざまなケースを想定した情報
の蓄積、資料作成の必要性が明
らかになった
●外国人市民が窓口で円滑に相
談や手続きなどが行えるよう、
ニーズを把握した上で、6カ国
語での窓口問答集を作成するこ
とが必要である
所属団体・活動分野など
かわさきタウンマネジメント機関
川崎区文化協会
公募
公募
川崎区社会福祉協議会
多文化共生に関する分野
川崎区市民健康の森海風の森を MAZUつくる会
川崎区連合町内会
高齢者対策に関する分野
川崎区民生委員児童委員協議会

ひまわりの
ひまわり
の 種 の 配布

区の花「ひまわり」を
育てましょう

日にち 5月16日（金）から ※各施設250袋［先着順］。無くなり次第終了
場所 区役所、支所、教育文化会館、プラザ大師・田島、行政サービスコー
ナー
区役所企画課☎201-3101、 201-3209
キリトリ

5/17

土

アメフット招待券

アメリカンフットボールＸリーグ
リカンフ トボ
ボ ルＸリ
ル Ｘリ
リ グ「パ
「
「パールボウル
パ ルボウル
ル ボ ウ ル2014
のアサヒビー
20 」のアサヒ
ルシルバースター対富士通フロンティアーズ戦に区民を招待します。
日時・場所 5月17日（土）11時試合開始、川崎富士見球技場
定員 当日先着200人（10時から同球技場で受け付けを開始。この記事を
切り取ってお持ちください。1
切り取ってお持ちください。
1枚で
枚で2
2人。複写は無効）
※この事業は、Ｘリーグの協力で実施しています
区役所地域振興課☎201-3231、

201-3209

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

キリトリ

かわさき区ビオラコンサート

6カ国語（英語、中国語、韓

●子どもの健全育成には、子ど
もの居場所、子どもや保護者が
悩みを相談できる場所など、地
域で子どもを支える場や環境づ
くりが必要である
●試行的な取り組みとして、大
師地区で子どもに関わる団体同
士の情報交換会を実施し、地域
で子どもを見守っていく必要性
を、あらためて認識し合った
●区内には子どもに関わるさま
ざまな市民活動団体があり、団
体同士がさらに互いを知って連
携することで、この環境づくり
が一層進むと考えられる

所属団体・活動分野など
川崎区まちづくりクラブ
公募
川崎区安全・安心まちづくり推進協議会
子ども・子育てに関する分野
川崎区保護司会
公募
かわさき歴史ガイド協会
外国人市民に関する分野
川崎区 PTA 協議会
川崎商工会議所
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提言

●プレママ・プレパパ講座

子育て応援事業
区役所地域保健福祉課
☎201-3212、

201-3291

●むし歯のない子に育てよう
虫歯予防の話、フッ素の体験、
歯磨き実習など。
日 時・場 所 5月28日（水）10時 〜11
時半。地域子育て支援センター
ふぁみぃゆ田島
対象 乳幼児と保護者25組
5月15日から電話でふぁみぃ
ゆ田島☎050-5551-5028。
［先着順］

区役所児童家庭課
☎201-3214、

201-3293

●子育てグループに講師を派遣
区内で活動している子育てグル
ープや、子育てグループを作ろうと
考えている人向けに、活動を支援
するための講師を派遣します。
6月30日までに申請書を直接
かファクスで。
［選考］。※同課で
配布中

こども支援室
☎各担当へ、

201-3293

●エコプロジェクト
子どもと畑作りをします。

日時 5月17日（土）10時半〜12時。
当日直接。雨天時は24日（土）
場所 藤崎保育園
対象 就学前の子どもと保護者
藤崎保育園☎211-1306
●パパもいっしょにジョイフル
サタデー
男性保育士と体を動かしたり、
製作したりします。当日直接。
日時・場所 5月31日（土）9時半〜12
時、藤崎保育園・地域子育て支援
センターふじさき。
対象 就学前の子どもと保護者
（女性保護者も可）
地域子育て支援センターふじさ
き ☎ 211-1357（☎ は9時 〜16時
半）
●離乳食講座「かみかみ・ぱくぱく」
薄味は塩としょうゆと愛情で
日時・場所 6月5日（木）10時半〜11
時半。東小田保育園
対象 9〜18カ月の子どもと保護
者7組
5月16日 か ら 電 話 で ☎ 201 ［先着順］
3331。

201-3216。

川崎消防署
☎223-0119、

区役所地域保健福祉課
☎各担当へ、

223-2819

▼普通救命講習会

201-3291

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
▼歯周病予防相談
口の中の観察とケアの実習、歯
義と実習。6月3日（火）13時半〜16
科相談。6月5日（木）9時〜11時半。 時半。川崎消防署で。30人。 5
区 役 所5階 で。 区 内 在 住 の15人。 月20日8時半から直接か電話で。
5月19日から電話かFAXで☎ ［先着順］
［先着順］
201 3212。
教育文化会館
☎233-6361、

▼男性料理教室
健康・食生活の話と初心者向け
料理実習。6月6日、7月4日、8月
1日の金曜、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。
5月 15 日
から電話かFAXで☎201-3217。
［先
着順］

▼ことばの教室
失語症がある人同士の言葉の訓
練。6月10日（火）13時半〜15時半。区
役所5階で。区内在住で40歳以上
の人。
随時、電話かFAXで☎

244-2347

▼育ちあいスクール・レインボー
スカイ
障害のある人と英会話や理科の
実験を楽しむ講座です。6月14日
〜27年1月17日 の 土 曜、 主 に10時
〜12時、全8回。県立川崎高校他
で。小学生からシニア世代の20
人。教材費・保険料など2,000円。
5月15日10時から電話かFAXで。
［先着順］

▼アゼリア合奏団inシニア
合奏と仲間づくりを楽しみなが
ら、地域での演奏発表を目指しま
す。基礎コース
（午前）と応用コー

市体育館スポーツ教室
教室名
筋力アップ
＆シェイプ
アップ体験会
カローリング
体験会

日時
5月17日（土）
12時〜13時
５月21日（水）
6月18日（水）
18時半〜20時

費用
中学生以上
大人200円、
学生100円
小学生以上
大人200円、
学生100円

動きやすい服装、室内シューズを持参してください。
※市体育館は12月27日で閉館します。
市体育館☎200-3255、 211-5921

随時、直接か電話で

当日窓口に直接

先輩ママ・パパの出産・子育ての
話や情報交換など。
日時・場所 6月14日（土）10時半〜11
時半。藤崎保育園
対象 週数36週未満の妊婦とパー
トナー20組
5月16日 か ら 電 話 で ☎ 201 ［先着順］
3331。
●離乳食講座
「ごっくん・もぐも
ぐ」
素材を生かす・そしゃくを
促す・意欲的に食べるには
日時・場所 7月8日（火）11時半〜12
時半。大島保育園
対象 5〜8カ月の子どもと保護
者10組
6月4日 か ら 電 話 で ☎ 201 ［先着順］
3331。

教育文化会館
☎233-6361、

244-2347

●1年生ママへ・子育て応援講座
第1子が生まれたばかりの保護
者向けの講座。
日時 6月20日〜7月25日の金曜、
10時〜12時、全6回
場所 教育文化会館
対象 2〜5カ月の第1子がいる保
護者20人

5月20日10時から直接、電話、
ファクスで。
［先着順］
●地域の中で発達障害の子に寄
り添う子育て
発達障害の疑いか発達障害があ
る子どもの保護者向けの講座。
（8月は
日時 6月12日〜10月23日
休み）の第2・4木曜、10時〜12時、
全8回
場所 教育文化会館
対象 5歳から小学生で発達障害
の疑いか発達障害がある子どもの
保護者20人
5月15日10時から電話かファ
クスで。
［先着順］

プラザ田島
☎333-9120、

333-9770

●すくすくルームたじま
保育士の指導の下、親子体操や
おもちゃ作りをします。
日時 6月〜27年3月
（8月は休み）
の第3火曜
（9月は第2火曜）
、10時
〜12時、全9回
場所 プラザ田島
対象・費用 就園前の子どもと保
護者30組。実費負担あり
5月16日10時から直接か電話
で。
［先着順］

ス
（午後）
あり。6月27日〜27年3月
13日、月2回程度。教育文化会館
他で。楽器の演奏経験がある50歳
以上の各20人。経験のある楽器、
筆記用具持参。 5月22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］

11,300円程度）。
◎講演会：7月5日（土）13時〜15時。
サンピアンかわさきで。60人。
いずれも 6月5日から直接、電
話、FAXで。
［先着順］

サンピアンかわさき

▼未就園児の目と耳の検査
21年4月2日〜22年4月1日生ま

☎222-4416、

244-5094

▼日商簿記3級・2級検定試験準
備講座・講演会
◎ 講 座：7月 19 日〜 27 年1月 17 日
の土曜、13 時〜 17 時。全 23 回（8
月 16 日、11 月1日、12 月 27 日、1
月3日を除く）。サンピアンかわ
さきで。40人
（最少開講人数10人）
。
受講料41,270円（この他、教材費
保健福祉
センター

こども本部こども家庭課
☎200-2450、

200-3638

れで、幼稚園・保育園に通園して
いない子どもの視聴覚検診。通園
していても検診を受けていない場
合は申し込み可。
6月27日ま
でに電話かFAXで小児療育相談セ
ンター☎045 - 321 - 1773（ 平 日9時
〜 17 時）
、 045-321-3037。

6月の健診･検診案内 会場はいずれも区役所5階。
地域保健福祉課 201-3291

健診名

日程・受付時間

❶
8時40分
H I V 3日（火）
〜10時10
即日検査 ❷
分
17日（火）

定員・内容

費用

❶は5月 30 日❷
匿名で受けられます。
感染の可能性がある
は6月3日から電
無料
ときから3カ月経 過
話で☎201-3212。
した15人
［先着順］

生活習慣病に関連し
た検査、保健指導、
5月15日から電話
39 歳まで 日（水） 9時〜
11
1,650 で☎
運動体験。区内在住
の 健 診・
201 - 3216 。
円
27日（金） 9時15分 で両日参加できる
［先着順］
保健指導
18
〜39歳の25人
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

5 月 30 日から電
話で☎201-3216。
［先着順］

8時45分 1歳前後で歯が生え
１ 歳 児
27日（金） 〜 時
ている乳幼児
歯科検診
10

無料

随時、電話で☎
201-3212。

個
別
15時〜
13日（金） 時半
健康相談
15

※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。
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

区

