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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

　より身近な場所で気軽に音楽を楽
しんでもらうことを目的に、今年度
から新たに大師・田島支所で出張コ
ンサートを開催します。（田島支所は
3月に開催予定）
日時　2月9日㈫12時10分〜12時

50分
場所　大師支所2階第1・2会議室
出演　アマーレ（古楽アンサンブル）
曲目　バラが花開く（セファルディ民

踊）、美しいドゥーンの岸辺（イ
ギリス民踊）他

区役所地域振興課☎201-3127、
201-3209

日時　2月3日㈬12時10分〜12時

50分
場所　市役所第3庁舎1階ロビー
出演　F

フィオレッタ

ioretta（声楽・ピアノ）
曲目　スタバトマーテル、歌の翼に

区役所地域振興課☎201-3127、
201-3209

　「つくコン」の愛称で親しまれてい
るコンサート。ことしで13回目の
開催となります。吹奏楽からしばら
く離れていた人、新たな出会いや発
表の場を求めている人たちなど、世
代と地域の枠を超え、吹奏楽愛好家
200人が集結します。

日時　2月7日㈰14時〜16時（開場13
時20分）

場所　教育文化会館大ホール
指揮　吉川勇児
曲目　第1部「エル・カミーノ・レア

ル」他
　　　第2部「ディズニー50周年セ

レブレーション」他
主催　つくろうよコンサート2016

実行委員会
教育文化会館☎233-6361、
244-2347

かわさき区ビオラコンサート
～定例コンサート～

つくろうよコンサート
2016

かわさき区ビオラコンサート
IN 大師支所

あまね 伶 原 弥生

身近なまちの課題に取り組む

参加しませんか

まちづくり
　クラブ に

　区内では、区民主体でまちづくりの実践活動を行う「まちづ
くりクラブ」が活動しています。各クラブでは、地域の課題に
ついて意見を取りまとめ、課題解決に向けた計画などを策定し、
世代を超えて楽しめるイベントや花壇づくりなど、各地域に応
じたさまざまな活動を行っています。まちづくりクラブが行う
イベントなどに参加して「まちのために関われること」を見つけ
てみませんか。
区役所地域振興課☎201-3127、 201-3209

　花を活
い

かしたまちづくり、公園樹木プレートの設置と
活用、国道15号線JRガード下の壁画清掃、無縁塚の魅
力向上などの活動を行っています。

　交通事故発生箇所マップの作成、自転車交通安全街頭活動、夜間
パトロール、渡田交番前花壇活動、わたりだまちづくりフェスティバ
ル開催などを行っています。

　小田公園お楽しみ大会の開催（夏と新春の2
回）、花壇の管理、小田球場の地域開放など、
小田公園を中心に活動しています。

川崎西部まちづくりクラブ

渡田まちづくりクラブ

小田まちづくりクラブ

ことしの公園樹木プレートを活用したイベントでは「シュロの葉を使ったバッタづくり」を行いました

子どもからお年寄りまで楽しん
でもらえる

フェスティバルにぜひ参加して
ください

川崎区まちづくりクラブキャラクター
「ラブちゃん」

　渡田まちづくりクラブの活動発表、交通安全講座、防火講座、
健康ミニ講演、マジック・グループサウンズ・落語・ヒップホップ
ダンスのステージなどを行います。健康相談コーナーもあります。
日時　2月13日㈯13時〜16時
場所　こうかんクリニック1階ロビー

（鋼管通1-2-3）

わたりだまちづくりフェスティバル

27年度の主な活動

その他に
も、

大師（第1・
2・3）まち

づくり

クラブ、
臨港まちづ

くり

クラブで
もさまざ

まな活動を

行ってい
ます。ま

た、各ク
ラブの

取り組み
を広く知

ってもら
う

ために、
毎年3月

に活動

発表会を開催して

います

大蔵代表

加藤代表

木村代表小田公園での夏と新
春のお楽しみ大

会はすっかり地域に
定着しています
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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

教室名 曜日 開始時間 定員 回数
絵手紙 月 ９時半 20人 10回コーラス

火

９時半 60人
健康体操

13時半
40人 12回

詩吟 20人

10回

女性の歌謡舞踊 20人
健康表現（音楽）体操

水
９時半 30人

ペン習字 13時半 20人
フォークダンス 50人
やさしいヨガ

木
９時半 30人

ゆるゆる体操 13時半 40人
華道 12人
童謡 金 ９時半 50人
フラダンス 13時半 30人

　４月から９月に行う各種教室の受講生を募集します。
対象　市内在住60歳以上　費用　教材費など実費

1月21日～2月5日（日曜は除く）、9～16時に82円切手と同センターで配布す
る申込書を本人が持参し直接、かわさき老人福祉・地域交流センター。［抽選］

かわさき老人福祉・地域交流センター

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
　誰でも気軽にできるスポーツ「カ
ローリング」で健康づくりをしません
か。2月6日㈯19時～21時。川中島
中学校特別活動室で。大人200円、
子ども100円。当日直接。※川中島
総合型スポーツクラブとの連携事業
です。

＊川崎授産学園
☎201-3080、 201-3293

区役所高齢・障害課

川崎区認知症サポーター養成講座
　認知症の人を見守る応援者を養成
する講座です。「認知症の理解」などの
講演もあります。2月10日㈬10時～
11時半。50人。区役所７階で。 1
月15日から直接か電話で。［先着順］

＊川崎授産学園
☎201-3212、 201-3291

区役所地域保健福祉課

歯周病予防相談
　口

こう

腔
くう

内観察、歯科相談、口腔ケアの
実習を行います。2月5日㈮9時～11
時半。15人。区役所5階講堂で。

1月19日から電話で。［先着順］
離乳食教室

　赤ちゃんの頃から素材の味を生かし
た薄味の食事を心掛けましょう。❶2
月9日㈫。7～10カ月頃の子どもの保
護者40人❷2月16日㈫。4～6カ月頃
の子どもの保護者40人。いずれも10
時～11時半。区役所5階講堂で。当
日直接。
高齢者のお口の健康

　誤
ご

嚥
えん

性
せい

肺炎の予防ための講話と口
腔ケアの実習を行います。2月19日㈮
13時半～15時。区役所5階講堂で。

1月19日から電話で。［先着順］

＊川崎授産学園
☎201-3331、 201-3293

区役所こども支援室

離乳食講座「かみかみ・ぱくぱく」
　保育園で子どもの食事について相
談してみませんか。離乳食の試食も
できます。2月23日㈫10時半～11時
半。藤崎保育園で。9～18カ月の子
どもと保護者7組。 1月21日から電
話かFAXで。［先着順］

＊川崎授産学園
☎233-6361、 244-2347

教育文化会館

28年度市民自主学級・自主企画事業
説明会

　地域の課題解決に向けた市民自主

プラザ田島まつり
　地域の交流を目的にプラザ田島で活動しているサークルなどが子ども
から大人まで楽しめるさまざまな催しを行います。詳細については、お
問い合わせください。
日時　1月16日㈯、17日㈰、10～15時　場所　プラザ田島

プラザ田島☎333-9120、 333-9770

東海道かわさき宿
交流館企画展
　昭和時代の川崎の発展と変化をテーマとする写真や資料を展示します。
市が誕生して以降の大きく変化した「昭和時代」の姿を感じてください。
日時　1月31日まで（月曜休館、祝日の場合はその翌日）9時～17時
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

学級・市民自主企画事業を募集（募集
期間：1月13～27日）するに当たり、説
明会を行います。事業の提案の仕方
などの説明の他に、事業への疑問や
質問などにも答えます。1月23日㈯
10時～11時。教育文化会館で。当
日先着20人。詳細はお問い合わせく
ださい。

＊川崎授産学園
☎266-3550、 266-3554

プラザ大師

絵本の世界を楽しもう「絵本は一生
の友だちよ」

　「くろねこさんしろねこさん」「ひまわ
り」などの絵本作家・和歌山静子氏の
講演会を行います。終了後にはサイ
ン会も行います（詳細はお問い合わせ
ください）。2月13日㈯13時半～15
時。プラザ大師で。小学生以上40
人。 1月25日10時から直接か電話
で。［先着順］

地域活動のためのホームページ
作成入門講座

　ホームページの知識から作成の仕
方などを基礎からゆっくり学びます。
パソコンでインターネット閲覧やワー
ドで簡単な文章が作成できる人が対
象です。2月19日～3月11日の金曜、
13時半～16時、全4回。 産業振興
会館で。全回参加できる14人。テキ
スト代など実費1,500円。 1月21
日10時から直接か電話で。［先着順］

＊川崎授産学園
〒210-0846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
実習を行います。❶2月12日㈮。川
崎消防署で❷2月26日㈮。臨港消防
署で。❶❷いずれも13時半～16時
半。30人。 ❶1月26日9時から❷
2月9日9時から電話で。［先着順］

＊川崎授産学園
☎333-9120、 333-9770

プラザ田島

健診名 日程・受付時間 内容など 費用

HIV
即日検査

❶2日㈫
❷16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カ月経過した各12人

無料

❶1月19日
❷2月2日
から電話で
☎201-3212 

［先着順］

39歳まで
の健診・
保健指導

❶10日㈬
❷26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

1月15日
から電話で
☎201-3216

［先着順］

1歳児
歯科健診 26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

催し物

16日㈯
・バルーンアート
・囲碁・折り紙などの親子向け体験広場
・腹話術
・おはなし会

（2日間共通）
・作品展示
・古本市
・クイズラリー
・カフェ17日㈰ ・各サークル舞台発表

・ザ・のんべ～ずミニコンサート

※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

区役所地域保健福祉課 201-3291
会場はいずれも区役所5階2月の健診案内保健福祉

センター

川崎・昭和時代 〒210-0026堤根34-15☎233-5592、 221-5031

昭
和
35
年
頃
の
川
崎
駅
前

企
画
展
風
景




