
221,321人

109,845世帯
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ツイッターで選挙に関する情報をつぶやいています。          　　　     　　　　　　　　　　　　 区選挙管理委員会☎201-3124、 201-3209川崎区選管ツイッター 検 索

さ ん ぽ み ち

はぐくみの里へ
出掛けよう！新緑を感じに

日時　6月3日（水）12時10分～12時
50分
会場　市役所第3庁舎１階ロビー
内容　松崎智代、杉原蓮子、庄
司文子によるクラリネット・バイ
オリン・ピアノのクラシックコン
サート
曲目　組曲Op.157b他
区役所地域振興課☎201-3127、
201-3209

日時　5月20日（水）12時10分～12時
50分
会場　市役所第3庁舎１階ロビー
出演　東京木管合奏団（植村順子、
市川仁志、松浦千恵、泉翔子）
曲目　エンニオ・モリコーネ、ニュー
シネマパラダイスメドレー他
市民文化パートナーシップかわ

さき☎ 813-1550

かわさき区ビオラコンサートランチタイムコンサート

　26年4月から2年間の任期でスタート
した川崎区区民会議。1年間の調査・審議
内容をまとめた報告書が完成しました。
本書をご覧になり、暮らしやすい地域社
会の形成に向けて、区民の皆さんのご意見をお聞か
せください。概要版（写真）は区役所・支所などで配布
中。区ホームページからダウンロードもできます。

　区内の子育てに関するさまざ
まな情報を写真や子育て中のママのコメントを入れ
て、分かりやすく掲載しています。区役所、支所、地
域子育て支援センター、こども文化センターなどで配
布中。区ホームページからダウンロードもできます。

区役所企画課☎201-3296、 201-3209 区役所こども支援室☎201-3312、 201-3293

川崎区子育てガイド

209

　はぐくみの里は、地域住民の力により公園を活性化させ、草花や
土などに触れ合いながら住民が交流できるように、19年に富士見公
園内に開設されました。はぐくみの里では、6月末ごろには「ジャガ
イモ掘り大会」、秋には「秋の収穫感謝まつり」など、年間を通して
イベントを開催しています。今回は「春まつり」を紹介します。
日時　5月16日（土）9時半～12時　場所　富士見公園内「はぐくみの里」
内容　①区の花「ひまわり」の苗植付け体験
　　　②サツマイモの苗植付け体験
　　　③田植え体験
　　　④ハーブティーのサービスなど
　　　※小雨決行、荒天の場合は翌日に延期
区役所道路公園センター☎244-3206、 246-4909

　「はぐくみの里」では、随時、ボランティアを募集しています。みんなで一
緒に米、野菜、花、ハーブを栽培しませんか。
　ボランティア活動に参加する場合は、火曜の10時に「はぐくみの里」のパー
ゴラにお集まりください。

自然とたくさん触れ合える

どろんこになって田植え体験

初夏には満開のヒマワリが楽しめます

第５期川崎区区民会議中間報告書

「はぐくみの里」で一緒に育ててみませんか

はぐくみの里「春まつり」

第５期川崎区区民会議中間報告書 川崎区子育てガイドさんぽみち
子育てに役立つ情
報が満載

アメフットを
観戦しよう！

5/17 14時日 　隣接する富士通スタジアム川崎にて、富士通フ
ロンティアーズ対LIXILディアーズのアメリカン
フットボールXリーグ東日本交流戦が開催されま
す。詳細は市版5面を参照してください。

改訂しま
した



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

区役所地域保健福祉課
各担当へ、 201-3291

▼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、
歯磨き実習など。5月25日（月）10時
～11時半。地域子育て支援センタ
ーふぁみいゆ田島で。乳幼児と保
護者25組。 5月15日からふぁみい
ゆ田島☎050-5551-5028。［先着順］
▼歯周病予防相談
　口腔内観察、歯科相談、口腔ケ
アの実習をします。6月5日（金）9時
～11時半。区役所5階で。 随
時電話で☎201-3212。
▼男性料理教室
　食事の話と初心者向けの料理実
習。6月17日（水）、7月7日（火）、7
月29日（水）、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。材料費実費。エプロン、三
角巾、布巾持参。 5月18日か
ら電話かFAXで。☎201-3217。［先
着順］
区役所こども支援室
☎201-3331、 201-3293

▼ パパも一緒にジョイフルサ
タデー

　子どもと一緒に楽しく運動や工
作をします。①5月16日、地域子育
て支援センターむかいで②5月23
日、かんのん町保育園で③6月6日、
藤崎保育園で。いずれも土曜。9時
半～12時。就学前の子どもと保護者。
当日直接。 ①大島保育園☎222-
7252、地域子育て支援センターむか
い☎244-7730②かんのん町保育園☎
280-6226③藤崎保育園☎211-1306、

地域子育て支援センターふじさき
☎211-1357。
▼ プレママ・プレパパ保育体
験講座

　保育園で出産や子育てについて
話しませんか。年末年始を除く平
日。①9時半～10時半…藤崎保育
園、渡田保育園、小田保育園で②
14時半～15時半…大島保育園、新
町保育園、東小田保育園で。週数
36週未満の妊婦とパートナー。各
日各園2組。 5月15日から電話
かFAXで。［先着順］
▼ エコプロジェクト「保育園で
子どもと夏野菜を育てよう」

　保育園の庭で畑作りを体験。各
保育園に直接。①5月19日（火）小田
保育園で。雨天時は26日（火）に延期
②5月21日（木）藤崎保育園で③5月
22日（金）渡田保育園で。①②…10時
～11時半③…15時～16時半。就学
前の子どもと保護者。荒天中止。
①小田保育園☎333-6966②藤崎
保育園☎211-1306③渡田保育園☎
322-2226。
▼ 離乳食講座「かみかみ・ぱく
ぱく」

　素材を生かす、咀
そしゃ く

嚼を促す、意
欲的に食べるこつを学びます。6
月4日（木）10時半～11時半。東小田
保育園で。5～8カ月の子どもと保
護者10組。 5月15日から直接、
電話、FAXで。［先着順］
▼ 保健講座「子育てを楽しむ
コツを伝えます」

　育児の「困った」「どうする？」を
保育園の看護師が伝えます。①6
月9日（火）、小田こども文化センタ
ーで②６月18日（木）、地域子育て支
援センターふじさきで③7月8日
（水）、地域子育て支援センターむか

いで。いずれも10時半～11時半。
就学前の子どもと保護者①②10
組、③20組。 5月15日から電
話かFAXで。［先着順］

教育文化会館
☎233-6361、 244-2347

▼ わたしたちのワークとライフ
　ワークショップを通じて、仕事
と生活のバランスを保つ社会を一
緒に考えましょう。6月7日（日）～6
月28日（日）、主に14時～16時、全4回。
教育文化会館で。30人。 5月15
日10時から電話、FAX、区ホーム
ページで。［先着順］
▼ 親子で学ぶ防災・防犯教室
　子どもと保護者で防災や防犯に
ついて学ぶ講座。6月20日～７月
25日の土曜（7月11日を除く）、10時
～12時、全5回。小学１年生以上
の子どもと保護者15組。教育文化
会館で。 5月20日10時から電話、
FAX、区ホームページで。［先着順］
▼ 子育てひろばきょうぶん
　子育て中の保護者同士の交流の
場。体操や読み聞かせなどのミニ
イベントも行います。5月～28年3
月の第2水曜（8月を除く）、10時～
11時半（受け付け9時45分）。教育
文化会館で。就園前の子どもと保
護者。当日先着7組。

　地域の皆さんと障害のある人が
一緒に英会話や理科実験・工作な
どを楽しむ講座。6月13日～28年
1月16日、主に土曜、10時～12時、
全8回。県立川崎高校で。地域の
小学生からシニア世代の20人。材
料費・保険料など2,000円。 5月26
日17時までに電話かFAXで。［抽選］

プラザ大師
☎266-3550、 266-3554

▼ シニア男子で集まろう
　シニア世代の男性が食をテーマに
エコや健康について学ぶ講座。フィ
ールドワーク、調理実習あり。材料
費実費。6月11日～7月9日の木曜、10
時～12時、全5回。プラザ大師で。お
おむね50歳以上の男性16人。 5月
15日10時から直接か電話で。［先着順］

プラザ田島
☎333-9120、 333-9770

▼すくすくルームたじま
　保育士の指導による体操や工作
を通して交流を深める場。6月～
28年3月（8月を除く）の主に第3火
曜、10時～12時、全9回。プラザ田
島で。保険料など実費。就園前の
子どもと保護者30組。 5月16日10
時から直接か電話で。［先着順］

　ベトナム戦争、カンボジア虐殺、
被爆した広島の人々などを取材し
たドキュメンタリー写真家大石芳
野の写真展。「地震、津波、世界を
震撼させた原発事故」「命と土を奪
われた人々のまなざしのゆくえを
撮り続けた写真」など。
日時　5月12日～6月14日（月曜は
休館）、9時～17時
場所　東海道かわさき宿交流館
※写真展期間内に、講演会･対談
会を予定しています

東海道かわさき宿交流館
☎280-7321、 280-7314

　

　区では、子どもから高齢者まで
気軽にできるスポーツ「カローリ
ング」を通じた健康づくりや交流
の機会づくりに取り組んでいま
す。カローリングの魅力を体験し
てみませんか。
■カローリング体験教室
日時・場所　5月23日（土）、19時～
21時、川中島中学校武道場
費用　大人200円、子ども100円
※当日直接。動きやすい服装、室
内履きを持参
■カローリング用品を貸し出し中
対象　区内の町内会、子供会、学
校などの団体
内容　カローリング用品一式（4
セットまで）

直接か電話で区役所地域振興
課☎201-3231、 201-3209

大石芳野写真展
ふくしま土と生きる

レッツ！
カローリング! 健診名 日程・受付時間 内容など 費用

H I V
即日検査

①2日（火）
②16日（火）

8時45分
～10時5
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12人

無料
①5月19日
②6月2日から電
話で☎201-3212。
［先着順］

39歳まで
の健診・
保健指導

①10日（水）
②26日（金）

9時～
9時15分

生活習慣病予防に
関連した検査、保
健指導、運動体験。
両日参加できる区
内在住の18～39歳
の25人

1,650
円

5月15日から電話
で☎201-3216。
［先着順］

１ 歳  児
歯科健診 26日（金） 8時45分

～10時

1歳３カ月未満で
歯が生えている乳
幼児

無料 随時、電話で
☎201-3212

健康相談
月～金
（祝日は除
く）

9時～
16時半
（12時～
13時は除
く）

専門職による健康・
禁煙などに関する
相談。区内在住の
人（家族でも可）

無料 随時、電話で
☎201-3216

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

センター

※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

大
石
芳
野

　7月2日から始まる全10回の「かわ
Ｑホール」の夏のスポーツ教室。ヨ
ガ、フラダンス、気功太極拳、ピ
ラティス、赤ちゃんと楽しめるプ
ログラムなど、多彩なメニューが
あります。エアコン完備の快適な
空間で爽やかに運動をしませんか。
　プログラム、日時、受講料、申
し込み方法などの詳細はホーム

ページまたは電話で確認してくだ
さい。

場所　富士通スタジアム川崎（旧
川崎富士見球技場）かわQホール
締め切り　6月15日（月）（必着）まで
かわＱホール教室担当☎070-

1339-8121、 276-9144

夏のスポーツ教室かわ　    ホール　          Ｑ
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▼育ちあいスクールレインボー
　スカイ

かわＱホールスポーツ教室


