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住民票や印鑑証明などは、川崎行政サービスコーナー（川崎地下街アゼリア西広場）へ。平日7時半〜19時、土・日曜（祝日除く）9時〜17時☎244-1371

子 タて ェ育 へスフ

かわさきの風コンサート～平和への飛翔

いきいきかわさき区提案事業

ほかにも催しがたくさん！
あそぶ

つくる

相談
みる

　区内の保育園児のかわいい作品をたくさん展示します。
日時・場所　８月31日㈪（13時～19時）、９月１日㈫～４日㈮（9時～19時）、５日
㈯（9時半～13時半）、1階イベントホール

時間・場所・定員　❶11時20分～11時40分、❷11時50分～12時10分、
６階大会議室、40組。1回のみ参加が可能です。
整理券配布場所・配布時刻　１階ベビーカー置き場付近、９時半

絵本の読み聞かせ、遊びコーナー、ドラえもんスタンプラリー
てがたスタンプ、キャラクター帽子、松かさの羊、
Ｘジャイロ、ミラクルたまごなど

歯科（11時50分受付終了）・健康・栄養・育児に関する相談コーナー

記念写真コーナー、中学生・高校生の絵画などの作品展示

　毎年恒例の小田公園の夏祭り。スーパーボールすくい、ペットボトル
ボウリング、紙相撲、手品、紙芝居など、楽しいイベントが盛りだくさん。
この夏の思い出作りの総仕上げに、
家族で出掛けてみませんか。
日時　８月29日㈯16時～17時半。
※小雨決行
場所　小田公園（小田4-20-38）
区役所地域振興課☎201-3127、
201-3209

時間　10時～10時45分（開場9時40分）
場所・定員　6階大会議室、当日先着300人
内容　高津区で音楽教室を開いている「音の教室カ
リヨン」。子どもも大人も楽しめる歌と音楽のコ
ンサートです

時間　9時半～13時半
場所　3階ブース
内容　ことしは市内唯一の相撲部屋「春日山部
屋」の力士が子育てフェスタにやってきます。春
日山部屋の力士と相撲を取ってみませんか

時間　12時40分～13時半（開場12時半）
場所・定員　6階大会議室、当日先着300人
内容　子どもも大人も一緒に楽しめる曲をさま
ざまな楽器で演奏。リズムにのって、楽器に触
れて、音楽の楽しさが広がるコンサートです

「音の教室カリヨン」のステキな音楽に癒やされてみませんか みんなでドスコイ！ちびっこ集まれ！いろいろな楽器の音色が楽しめます

目指せストライク！
ペットボトルボウリング

LET 'S GO

　子育てを支援してい
る団体や市民と共に、
子どもも大人も楽しく
交流できるイベントを
行います。9時半～13時半
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教育文化会館

小田公園夏のお楽しみ大会

リトミックを親子で楽しもう！ 同時開催　川崎区ほいくえん作品展

　歌、踊り、芸術文化で愛と平和
を表現します。「平和資料展」も同
時開催。図録制作のため、戦争体
験談なども募集します。詳細は事
務局まで。
日時　❶8月29日㈯17時半～❷8
月30日㈰14時～（開場はいずれも
30分前）
場所　教育文化会館
内容　❶小・中学・高校・留学生に
よる平和コンサート❷ぞうれっ
しゃ記念合唱団による合唱他

定員　2,000人（うち150人は申込
制優先席）
8月22日（必着）までに往復ハガ

キに住所、代表者氏名、電話番号、
人数（最大4人まで）を記入し〒210-
0011川崎区富士見2-1-3教育文化会
館内川崎区文化協会。［抽選］。優先
席以外は当日直接（先着1,850人）
かわさきの風コンサート事務局

☎222-3582、 233-0617、区
役所企画課☎201-3267、 201-
3209

※教育文化会館内は原則ベビーカーの利用ができないため、1階で預かり
ます。抱っこひもなどを持参してください。駐輪スペースに限りがあるた
め、公共交通機関をご利用ください。10時半～12時半までは中国語、タ
ガログ語、スペイン語の通訳がいます

親子で楽しむ
ゆかいなコンサート

春日山部屋の力士と
お相撲をとっちゃおう！

A
ア ダ ー ジ ョ

dagio の
がっきまつり

区役所こども支援室
☎201-3312、 201-3293
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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

健診名 日程・受付時間 内容など 費用

HIV
即日検査

①1日㈫
②15日㈫

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

①8月18日
②9月1日から
電話で
☎201-3212。
 ［先着順］

39歳まで
の健診・保
健指導

①9日㈬
②25日㈮

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

①②いずれも
8月17日から
電話で
☎201-3216。

［先着順］

1歳児
歯科健診 25日㈮ 8時45分

〜10時
1歳3カ月未満で歯が生
えている区内在住の乳
幼児

無料 随時、電話で
☎201-3212

健康相談
月〜金曜

（祝日は
除く）

9時〜12時
13時〜
16時半

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９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

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

＊川崎授産学園
☎201-3231、 201-3209

区役所地域振興課

カローリング体験教室
　カローリングは室内でできるカーリ
ングです。子どもから高齢者まで気
楽にできます。皆さんも体験してみ
ませんか。9月5日㈯19時 〜21時。
川中島中学校武道場で。大人200円、
子ども100円。当日直接。主催は川
中島総合型スポーツクラブ。

＊川崎授産学園
☎各担当へ 201-3291

区役所地域保健福祉課

糖尿病予防料理講座
　糖尿病予防に関する栄養講話と調
理実習。9月10日㈭9時半〜12時
半。区役所5階で。15人。材料費実
費。エプロン、三角巾、布巾3枚持
参。 8月17日から電話かFAXで

子育て特集
申し込み方法は市版5面参照

＊川崎授産学園
☎201-3331、 201-3293

区役所こども支援室

パパも一緒にジョイフルサタデー
日時・場所　8月29日㈯9時半〜12時、
京町いづみ保育園
内容　体を動かしたり、保育士による
劇などを見たりして子どもと一緒に楽
しめます。会場へ直接
対象　就学前の子どもと保護者

京町いづみ保育園☎322-3811
体験保育「親子でランチ」
日時・場所　9月10日、24日、10月
8日、22日、11月12日、26日の木曜、
9時20分〜ランチ終了まで。大島・藤
崎・東小田保育園
内容　子どもと同じ年齢のクラスに交
ざり、一緒に遊び、給食を食べる体
験型の講座です
対象・定員　10カ月〜就園・就学前の
子どもと保護者、各日各園2組

8月25日に電話で。［抽選］
離乳食講座
日時・場所　❶9月15日㈫10時半〜
11時半、藤崎保育園❷10月15日㈭
10時半〜11時半、東小田保育園
対象・定員　❶5〜8カ月の子どもと保
護者10組❷9〜18カ月の子どもと保
護者7組

☎201-3217。［先着順］
リラクゼーション体験講座

　動きやすい服装で。 バスタオル、
飲み物持参。9月10日㈭14時〜16時。
区役所4階で。20人。 8月17日
から電話かFAXで☎201-3216。［先
着順］

＊川崎授産学園
〒210-0011川崎区富士見2-1-3

☎233-6361、 244-2347

教育文化会館

ねんどで楽しむ壁飾りづくり
　パンねんどを使って、少し早目の
クリスマスツリーづくりをします。9
月3日〜10月29日の木曜、10時〜
12時、 全5回。 教 育 文 化 会 館で。
30人。材料費1,000円。 8月24日

（必着）までに、区ホームページか往
復ハガキで。［抽選］
押し花アートを楽しもう

　生花を乾燥させて押し花を作り、そ
の押し花を使って作品を作ります。9
月7日〜10月5日の月曜（9月21日除

❶9月1日❷9月14日から電話か
FAXで。［先着順］
こどもの健康教室〜子どもの健康
と安全を守るために
日にち・場所　❶10月7日㈬小田こど
も文化センター❷11月11日㈬地域子
育て支援センターふじさき❸12月16
日㈬地域子育て支援センターむかい
時間　いずれも10時半〜11時半
内容　❶家の中の危険な場所❷冬の
健康❸子どもの救急法
対象・定員　就学前の子どもと保護者
❶❷10組❸20組

9月8日から電話かFAXで。［先着
順］
パパクッキング〜子どもと一緒に
簡単なおやつを作ろう
日時・場所　10月24日㈯10時半〜11
時半、大島保育園
対象・定員　1〜2歳の子どもと男性
保護者（女性保護者も可）10組

9月14日から電話かFAXで。［先着
順］
プレママ・プレパパ講座
日時・場所　10月24日㈯11時〜12時、
大島保育園
内容　先輩ママ・パパによる出産・育
児体験談と座談会
対象・定員　週数36週未満の妊婦と
パートナー10組

9月14日から電話かFAXで。［先着
順］

く）、13時半から15時半、全4回。教
育文化会館で。30人。 受講料など
6,000円。 8月21日（必着）までに
ハガキで。[抽選] 

＊川崎授産学園
☎266-3550、 266-3554

プラザ大師

実践シニアライフ〜何でもやって
みようよ

　シニアライフをいきいきと送るため
の講座や実習、まち歩きなどを行いま
す。9月17日〜28年2月4日の木曜、
13時半〜15時半、全9回。プラザ大
師他で。おおむね65歳以上の25人。
材料費実費。 8月20日10時から直
接か電話で。[先着順] 
輝！かわさきキッズ

　歌やダンス、書道パフォーマンス
の鑑賞と音楽を楽しむダンスワーク
ショップを併せて開催。9月26日㈯
13時半〜15時半。プラザ大師で。小・
中学生50人。保護者の参加も可。
8月18日10時から直接か電話で。［先
着順］

＊川崎授産学園
〒210-0846川崎区小田7-3-1

☎366-2475、 366-0033

市消防防災指導公社

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。9月12日㈯13時半〜16時半。
川崎消防署で。30人。 8月18日9

時から直接か電話で。［先着順］

〒210-0026川崎区堤根34-15
☎221-5030、 221-5031

＊川崎授産学園かわさき老人福祉・
地域交流センター

（27年度後期料理教室
　10月6日〜28年2月2日の主に第1
火曜、10時半〜13時、全5回。同セ
ンターで。 材料費2,500円。12人。
年齢不問。 8月17日10時〜24日
15時までに結果通知用の官製ハガキ
を直接持参。［抽選］

＊川崎授産学園
☎222-4416、 244-5094

サンピアンかわさき

介護事務管理士資格試験準備講座
❶講座：10月17日〜28年1月16日の
土曜、13時〜17時。全11回。最少開
講人数10人。受講料31,000円の他
に教材費10,600円程度。40人。
❷説明会：9月26日㈯13時〜15時。
60人。
❶❷いずれもサンピアンかわさきで。

8月27日から直接、電話、FAXで。
［先着順］

かわさき区ビオラコンサート～9月定例コンサート～

まちの音楽家たちのミニコンサート
日時・定員
場所
内容
出演

日時
場所
出演
　テーマ

　　 ８月29日㈯14時〜15時（開場13時半）。当日先着80人
プラザ田島

「虹の彼方に」や「テネシーワルツ」などのジャズ演奏
水岡のぶゆき(写真左）、C

カマル

AMARU

９月２日㈬12時10分〜12時50分
市役所第３庁舎ロビー
洗足学園音楽大学　延原正生ゼミ
 　は夢

ム ジ カ

詩歌。「夢」や「詩」を題材として、熱い「夏」を演出します。
区役所地域振興課☎２０１-３１２７、 ２０１-３２０９

プラザ田島☎333-9120、 333-9770


