子育てほっとブックを発行
区内の保育士、看護師、栄養士の専門職が、日々の子育て支援の中で培っ
たさまざまな子育て情報をコンパクトにまとめた
「子育てほっとブック」
（写真）を作成しました。区
役所、支所、地域子育て支
援センターなどで配布して
います。
対 象 0歳 〜 就 学 前 の 子
ども
サイズ A5判43ページ
内 容 発達の目安、食事と
健康、遊びの紹介、

219,954人

絵本Q&Aなど

108,726世帯

区役所こども支援室☎201-3331、 201-3293

魅力あふれるまちを目指して
●地域防災力向上事業

地域のさまざまな課題を解決するため、
区では｢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

27年度地域課題対応事業 総額約7,023万円

小・中学校での避難所
開設訓練
（写 真）
、津波
避難訓練の他、外国人
を対象にした防災訓練
を実施し、災害に対す
る地域連携の強化や意
識の向上を図ります。

安全・安心なまちづくりの推進

6事業

828万円

約

災害に強いまちづくりや自転車対策など

地域福祉・健康づくりの推進 5事業
介護予防や地域での交流の場づくりなど

404万円

約

総合的な子ども支援の推進 9事業
地域全体で子育てを支援する環境づくりなど
5事業
地域緑化の推進や臨海部の環境改善など

789万円

環境まちづくりの推進

●保育所等を活用した
子育て支援事業

地域と一緒に緑化を進めます

1,052万円

約

離乳食講座や絵本の読み
聞かせ、地域と交流を図る
緑化のイベントなどを開催
します。また、子育て支援
者向けの講座を実施し、地
域の子育て力を高めます。

約

地域資源を活用した取り組み 6事業
音楽イベントの開催やスポーツによる世代間交流など
地域コミュニティー活性化の推進

2,144万円

約

778万円

5事業

約

市民活動に必要な場の提供など

区役所サービス向上への取り組み

230万円

約

窓口環境の改善など

その他地域課題への対応

298万円

市民活動団体などと協働で地域課題解決に向けた事業の実施

い

●地域資源を活かした
まちづくり事業
東海道川崎宿の歴史・文
化資源を活用したイベン
トの開催や、東海道沿い
に浮世絵のフラッグなど
を設置し、江戸風の街並
みを推進します。

新たに発生する課題への即応経費

500万円

4/1 水 新装 富士通スタジアム川崎
オープン！ スポーツ教室も開催
浮世絵のラッピング

浮世絵のフラッグ

●つくろうよコンサート事業
さまざまな世代が交流ができ
る、誰もが参加できる吹奏楽コン
サート
（写真）
を開催します。

川崎球場として親しまれた川崎富士
見球技場が
「富士通スタジアム川崎」と
して新装オープンしました
（写真）
。メー
ンスタンド、バックスタンド合わせて
約4,000人入れます。全ての席がグラウ
ンドに近く、迫力あるアメフット観戦
などが楽しめます。また、スタジアム
内の施設でヨガや健康体操などのスポ
ーツ教室も開催します。詳細はお問い合わせください。
富士通スタジアム川崎 ☎276-9133、 276-9144
キリトリ

区の花 ひ ま わ り を育てましょう！

区の花
「ひまわり」
からネーミングした
「サンフラワーボウル」
を
「富士通
スタジアム川崎」
の新装記念イベントとして開催します。メーンイベント
の大学アメフットの強豪校4校による試合に区民を招待します。
日時・場所 5月5日（祝）12時半試合開始、富士通スタジアム川崎
対戦 「法政大学×慶応義塾大学」
「早稲田大学×中央大学」
定員 当日先着50人
（11時〜11時半に同スタジアムで受け付け。この記事
を切り取ってお持ちください。1枚で2人まで。複写は無効）
※この招待はサンフラワーボウル実行委員会の協力で実施しています
区役所地域振興課 ☎201-3231、 201-3209

区役所企画課 ☎201-3101、 201-3209

ツイッターで選挙に関する情報をつぶやいています。

川崎区選管ツイッター

検索

区選挙管理委員会☎201-3124、 201-3209

キリトリ

大きく開いた
ひまわり

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。
［先着
日にち 4月20日（月）から ※各施設120袋。
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、川崎行政サービスコーナー

アメフット サンフラワーボウル招待券

募

集

保健所運営協議会委員

かわさき区子育てフェスタ実行委員

子育てガイド
「さんぽみち」編集委員

地域保健の向上を目指し、保健所の運営に関す
る事項を検討します。
募集人数 2人
任
期 6月1日〜29年5月31日
資
格 区内在住1年以上で20歳以上の人
会
議 運営協議会
（年1回程度）
4月24日
（必着）
までに住所、氏名
（ふりがな）
、
性別、生年月日、電話番号、職業、主な職歴、ボ
ランティア活動などの経歴、応募理由を記入した
を
ものに、小論文｢地域の健康と私｣
（800字程度）
添えて直接か郵送で〒210-8570川崎区役所地域保健
。選考］
。※いず
福祉課☎201-3202、 201-3291［
れも書式自由

乳幼児の保護者への情報発信と交流の場とな
るイベントを企画・運営します。
9月の開催に向け、
5月から月1回会議を行います。
会議 実行委員会
（5回程度、平日午前中）
対象 フェスタ前日準備、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、若干名
（会議時は保育あり）
4月24日
（必着）
までに電話かFAX
（住所、氏名、
電話番号を記入）で区役所こども支援室☎ 201。選考］
3312、 201-3293［

相談窓口や子育て支援施設など区内の子ど
も・子育て情報を掲載したガイドブック「さんぽ
みち」の改訂に向け、掲載内容の検討や取材な
どを行います。
任期 6月〜28年3月
会議 編集会議
（5回程度、平日午前中）
対象 編集会議に出席の他、取材や原稿作成な
どができ、区内在住の子育て中または子育てに関
心のある人、若干名
（会議時は保育あり）
4月30日
（必着）
までに住所、氏名、年齢、電
話番号を記入したものに、作文
「こんな
『さんぽみ
ち』
を作りたい」
（字数自由）
を添えて直接か郵送で
〒210-8570川崎区役所こども支援室☎201-3312、
。選考］
。※いずれも書式自由
201-3293［

東海道かわさき宿交流館（企画展）
多才な粋人 川崎が生んだ詩人 佐藤惣之助展
「人生劇場」や「赤城の子守歌」などヒット曲の作詞をした佐藤惣之助
の写真や作品などを展示します。
日時 4月10日〜30日、9時〜17時。※月曜は休館
場所 東海道かわさき宿交流館
東海道かわさき宿交流館☎280-7321、 280-7314

川崎の臨海部を紹介「キャラバン展示会」
日本経済をリードしてきた京浜工業地帯の歴史や「殿町国際戦略拠点
キング スカイフロント」で行われる医療・介護ロボットなどの医療機器、
アルツハイマー病・難治がんの治療法の研究開発といった最先端の取り
組みなど、川崎臨海部のいろいろな顔を紹介します。川崎臨海部の「今」
がよく分かる読み物も配布します。
開催日時 4月20日〜5月1日、8時半〜17時15分
（土・日曜、祝日除く）
場
所 市役所第3庁舎1階ロビー
総合企画局臨海部国際戦略室☎200-3634、 200-3540

区役所こども支援室
☎201-3331、

201 - 3293

▼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。
5月14日〜7月23日の隔週木曜、9
時20分〜ランチ終了。大島・藤崎・
東小田保育園で。10カ月〜就園・就
学前の子どもと保護者、各日各園
［先着
2組。 4月20日から電話で。
順］

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

▼「こそだて・ほっとぱぁく」
保育士と一緒にふれあい遊びな
どで楽しみます。第1水曜（5月は
第2水曜、4月、8月は休み）、10
時〜11時。プラザ大師で。0〜3歳
の子どもと保護者。保険料など実
費。当日直接。

▼市民自主企画事業「子ども
のたまり場」
調理体験から食の大切さを学び
ます。焼き芋体験や正月遊びも。

ランチタイムコンサート第234回
日時・場所 4月 15 日（水）12 時 10 分
〜 12 時 40 分、市役所第3庁舎1階
ロビー
出演・曲目 小林秀吏（ハープ）、
矢島絵里子（フルート）。喜納昌吉
作曲「花」、アンヘル・ビジョルド
作曲「エル・チョクロ」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

ビオラコンサート
日時・場所 5月13日（水）12時10分
〜 12 時 50 分、市役所第3庁舎 1 階

（7、8、11月 （8月15日除く）、13時〜17時、全
5月〜28年3月の日曜
は休み）、10時〜12時半、全8回。 20回。サンピアンかわさきで。40
プラザ大師で。小学生以上の子ど
人
（最低開講人数10人）
。7万円
（他
も21人。材料費実費。 4月30日
に教材費2万円程度）
。説明会：5月
（必着）
までに学校、学年、性別も
保健福祉
記入し往復ハガキで。
［抽選］
センター

西野宏

臨港消防署
▼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。4月28日（火）9時〜12時。
臨港消防署で。30人。 4月15日
から直接か電話で。
［先着順］

川崎消防署
☎223-0119、

健診名

日程・受付時間

299 - 0175

223 - 2819

サンピアンかわさき
☎222-4416、

会場はいずれも区役所5階
地域保健福祉課 201-3291

定員・内容

費用

検査日
39 歳まで 13日（水）
の 健 診・
指導日
保健指導
29日（金）

生活習慣病予防に
関連した検査と保
4月15日から電話
9時〜
1,650 で☎
健指導。両日参加
201 - 3216 。
円
9時15分
［先着順］
できる区内在住の
18〜39歳の25人

H I V
19日（火）
即日検査

匿名で受けられま
8時45分
4月21日から電話
す。感染の可能性
〜10 時5
無料 で☎ 201 - 3212 。
があるときから3
［先着順］
分
カ月経過した12人

１ 歳 児
22日（金）
歯科健診

1歳3カ月未満で
8時45分
歯が生えている乳
〜10時
幼児

▼普通救命講習会
小児や乳児を対象とした心肺蘇
生法や自動体外式除細動器
（AED）
の取り扱い方法などについての講
義と実技。5月12日（火）13時半〜16
時半。川崎消防署で。 30 人。
［先着
4月28日から直接か電話で。
順］

小林舞子

16日（土）13時〜15時。サンピアンか
わさきで。60人。 いずれも4月
［先
15日から直接、電話、FAXで。
着順］

5月の健診案内

☎299-0119、

ロビー
テーマ 「日本発〜ヨーロッパ音
楽紀行」
出演・曲目 西野宏（トランペッ
ト）、小林舞子（ピアノ）。トゥー
ランドットより「誰も寝てはなら
ぬ」
、キャッツより「メモリー」
他
区役所地域振興課☎ 201 - 3127 、
201-3209

無料

随時、電話で
☎201-3212

専門家による健
随時、電話で
無
料 月〜金曜 9時〜16 康・禁 煙 な ど に 関
無料
☎201-3216
健康相談 （祝日は除く） 時半
する相談。区内在
住の人
（家族も可）

244 - 5094

▼行政書士講座
講座：6月6日〜10月24日の土曜

※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つのことばで、くやくしょからのおしらせをメールでおくります。 インターコムかわさきく

検索

区役所企画課☎201−3296、 201−3209

