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か わさき区ビオラコン サ ート
日時：７月６日 ㈬12時10分 ～
12時50分
会場：市役所第３庁舎１階ロビー
2016

6 1

6

出演：斉藤彰一
（テノール）
他

28

曲目：
「穏やかな夜には
（ヴェル
ディ）
」
「
、見上げてごらん

（平成28年5月1日現在）

夜の星を」
他

225,428人

区 役 所 地 域 振 興 課 ☎２０１-

111,698世帯

３１２７、 ２０１-３２０９

いきいきかわさき区提案事業

～地域の課題を協働で解決します～
「いきいきかわさき区提案事
業」は、地域活動団体と区役所
が協力し合いながら地域の身
近な課題の解決に向けて実施
する事業です。今年度実施す
る５つの事業を紹介します。
区役所企画課☎201-3267、
201-3209

かわさきでアート
2016

得する街のゼミナール
（まちゼミ）

川崎大師仲見世通りの路上や店内で、
現代美術作品の展示をはじめ、さまざま
な美術体験の場を提供し、その体験の
共有を通じた地域住民の交流の機会を創
出するなど、地域の活性化を図ります。
実施団体 アートかわさき実行委員会

商店街の人などが講師となり、
プロならではの専門的な知識や情
報を無料で教える少人数制の講座
を開催します。新しい学びとともに、
地域住民が気兼ねなく交流できる
場を提供します。開催期間は９月と
２月、各１カ月間の予定です。
実施団体 大師地区商店街連合会

ゴミ拾いで
つながろう

チョットの工夫で
元気にすごすパートⅡ

「ポイ捨てはカッコ悪い」
をキャッチ
フレーズに、主に川崎駅東口周辺で
ごみ拾いを行っています。また、ご
み拾いという誰でも気軽に参加でき
る活動を通じて、区民同士のコミュ
ニケーションを図ります。
実施団体 グリーンバード

健康寿命を延ばすため、健康講話
（低

文化の大切さを地域の次世代に

栄養、バランス食、介護食）
、実習、そしゃ

伝えていくため、演技、音楽、伝

く体験を通して、自分自身と家族の食

統芸能、モダンアートなどのコラボ

生活を見直し、食生活改善の実践につ

レーション、展示などにより異世代、

ながるように支援します。

異文化の交流を図ります。

実施団体 川崎市栄養士会

実施団体 川崎区文化協会

区内市民施設紹介ＤＶＤを貸し出しています
区役所企画課☎201-3126、

「区内市民施設の映像アーカイブ
事業」
は、いきいきかわさき区提案
事業として平成25～27年度までか
わさきムーブアート応援隊と区が、
区内の市民施設の中から、歴史的・
文化的な価値のある施設について、
施設の概要や設計に携わった人の
インタビューなどを映像化
（ＤＶＤ化）
し、歴史的な資料として残すことを
目的に協働で実施したものです。
この事業の成果を広く知っていた
だくため、区役所でＤＶＤの貸し出し
をしています。ぜひご利用ください。

201-3209

〔平成２７年度作成〕
田島支所
（15分30秒）
市立川崎高等学校・附属中学校
（23分15秒）
ダイジェスト版
（10分）
〔平成２６年度作成〕
大師支所
（13分4秒）
（旧）
大師保健所
（9分40秒）
東海道かわさき宿交流館
（17分20秒）
市体育館閉館記念イベント
（10分4秒）
ダイジェスト版
（10分14秒）
〔平成２５年度作成〕
市福祉センター
（20分38秒）
市体育館
（14分42秒）
教育文化会館
（16分32秒）
ダイジェスト版
（10分38秒）

かわさきの風コンサート
～街角アートウイーク

区選挙管理委員会からのお知らせ
区選挙管理委員会☎201-3124、

201-3209

川崎区の期日前投票所

選挙
（投票日）
当日に仕事やレジャー、入院などで投票所に行くことがで

きない人は、期日前投票をすることができます。
川崎区の選挙人名簿に登録されている人は、次の３カ所の期日前投票所
で投票することができますので、ぜひご利用ください。
なお、期日前投票所で投票ができる期間や時間は、選挙の際に郵送す
る投票所入場整理券に同封する案内チラシなどでご確認ください。

川崎区役所
（７階第４会議室）
東田町８

大師支所
（２階第１
・
２会議室）
東門前２−１−１

田島支所
（３階会議室）
鋼管通２−３−７

ことしの夏、参議院通常選挙が行われます。

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

ここからかわさき区版です

2016（平成28）年

「ウォーキングガイドブック」を作成しました

区 版 かわさき
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平成28年度臨港消防団操法大会を開催します！

区の魅力が詰まった９つのウオーキングコースを紹介しています。
健康づくりサポーターが歩きやすさ、見どころを取り入れ

6月1日号

「操法」
とは、火災現場で消火活動を行うための基本動作で、４人が連携し

たコースを設定。トイレ、ＡＥＤ、ベンチ、立ち寄りスポッ

て１秒でも速く、そして安全・確実にホースを延長し放水する訓練です。

トも掲載していますので安心してウオーキングを始めら

このまちを守る臨港消防団員が、日頃の訓練成果

れます。

を皆さんに披露します。ぜひ一度、ご覧ください。

区役所、支所、行政サービスコーナーで配布してい

日時 ６月５日㈰１０時〜１２時

ますのでご活用ください。区ホームページからもウオー

場所 大師公園緑蔭広場
（大師公園１）

キングコースをダウンロードできます。

臨港消防署予防課庶務係☎299-0119

区役所地域支援担当 ☎201-3214、

201-3293

支所で古着を回収します

生ごみリサイクル講習会
段ボールを使った生ごみリサイクル
の方法を学びます。相談もできます。

❶大師支所 ６月９日㈭、１０日㈮

問いません。シャツ・ズボン・背広・シー

❷田島支所 ６月１6日㈭、１7日㈮

定員 ２０人
６月２２日から電話、FAX、 市

日時 ７月１４日㈭１4時〜１5時半

ホームページで環境局減量推進課☎

場所 教育文化会館2階 第2会議室

200-2605、 200-3923。
［先着順］

ツなど

❶❷いずれも１３時半～１５時半

※汚れ、破れているものは不可

駐車場で回収します。荒天中止

南部生活環境事業所

回収対象 夏物・冬物・衣料の種類は

☎266-5747、

287-1840

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

親子で楽しんで育む
２歳児子育て
スキンシップ遊びなどをしながら、
子どもとの関わり方、接し方を学び、
参加者同士の交流もできる講座。 詳
細はお問い合わせください。

○ジョイフルサタデーおだ

日時 7月12日㈫11時半～12時半

日時 7月9日㈯9時半～12時

場所 大島保育園

場所 小田保育園

対象 9～１８カ月の子どもと保護者7

小田保育園☎

333-6966。

保育連続講座「親子で遊ぼう」
参加者が交流できる講座。 触れ合

区役所地域振興課
＊川崎授産学園

組

☎201-3231、 201-3209

カローリング体験教室
6月14日から電話で区役所保育

カローリングは室内でできるカーリ

所等・地域連携☎201-3330、 201-

ングです。 子どもから高齢者まで気

3293 。
［先着順］

軽にできますので、皆さんも体験して

日時 6月29日㈬、7月13日㈬、31

い遊びや工作、子育てについて話し

日 ㈰、9月13日 ㈫、27日 ㈫、10月

ませんか。 詳細はお問い合わせくだ

13日 ㈭、25日 ㈫、11月8日 ㈫、22

さい。

日 ㈫、12月6日 ㈫、10時 ～12時。

日時 6月28日㈫、30日㈭、7月5日㈫、

た薄味の食事を心掛けましょう。当日

室内履きを持参。 当日直接。 主催は

全10回

8日㈮、10時～10時45分、全4回

直接。

川中島総合型スポーツクラブ。

場所 教育文化会館他

場所 東小田保育園

○講 話「この先離乳食はどう進める

対象 2歳の子どもと保護者15組

対象 1歳～就学前の子どもと保護

教 育 文 化 会 館 ☎233-6361、
244-2347。

円、子ども100円。運動に適した服装、

教育文化会館
＊川崎授産学園

の？」

☎233-6361、 244-2347

日時 7月12日㈫10時～11時半

区役所保育所等・地域連携☎201-

パパも一緒に！
ジョイフルサタデー

時。藤崎小学校体育館で。大人200

赤ちゃんの頃から素材の味を生かし

者13組
3330、

みませんか。６月２５日㈯10時～12

離乳食教室

201-3293。

場所 区役所５階講堂

聞き書きボランティア入門講座

対象 ７～10カ月頃の子どもの保護

語り手の話したい事を聞き、その

者40人

当時の経験、知識などを後世に伝え

持ち物 母子健康手帳

るボランティアを養成します。6月23

○講話
「これから離乳食をはじめよう！」

日～10月6日の木曜
（日程の詳細はお

く過ごしませんか。 触れ合い遊びや

日時 7月19日㈫10時～11時半

問い合わせください）
、10時～12時。

子育て情報コーナー、保育士による

場所 区役所５階講堂

全9回。教育文化会館他。20人。

おはなし劇場など親子で楽しめる内

対象 ４～６カ月頃の子どもの保護者

6月17日までに直接か電話で。
［抽選］

容です。 就学前の子どもと保護者、

40人

これからママ・パパになる人が対象で

持ち物 母子健康手帳

土曜のひとときを家族みんなで楽し

す。 詳細は各園にお問い合せくださ

子育て体験講座

い。
○ジョイフルサタデーおおしま

市消防防災指導公社
＊川崎授産学園
☎366-2475、 366-0033

区役所地域支援担当☎201-3212、
201-3293。

普通救命講習会Ⅰ

パパが主役の子育て講座。 子ども

心肺蘇生法、自動体外式除細動器

日時 6月18日㈯9時半～12時

と体を動かしたり制作を楽しみながら

（AED）
の取り扱い方法などの講義と

場所 大島保育園

一緒に
「パパ友」
を作りませんか。ママ

実習を行います。7月4日㈪、9時～12

の参加もお待ちしております。

時。川崎消防署で。30人。

○ジョイフルサタデーしんちょう

日時 7月16日㈯9時半～10時半

日から直接か電話で。
（受付時間9時～

日時 7月2日㈯9時半～12時

場所 東小田保育園

16時半）
［先着順］

場所 新町しほかぜ保育園

対象 1歳～就学前の子どもと保護

大島保育園☎

222-7252。

新 町しほ か ぜ 保 育 園 ☎
8818。

223-

者10組
６月16日から電 話で区 役 所 保
育所等・地域連携☎201-3330、
201-3293。
［先着順］

離乳食講座
「かみかみ・ぱくぱく」
素材を生かす、そしゃくを促す、子
どもが意欲的に食べるこつを学びま
す。栄養士の作った離乳食の味見も。
7 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

保健福祉
センター

健診名

6月21

7月の健診案内（会場はいずれも区役所5階）
日程・受付時間

内容など

費用

❶6月21日㈫❷7月
匿名で受けられます。
5日㈫から電話で
HIV
❶5日㈫ 8時45分～ 感染の可能性がある
無料 区役所衛生課
即日検査 ❷19日㈫ 9時50分
ときから3カ月経過し
☎201-3204
た10人
［先着順］
1歳児
歯科健診

22日㈮

8時45分
～10時

1歳3カ月未満で歯に
随時、電話で
ついて気になること 無料 区役所地域支援担当
☎201-3212
がある乳幼児

1歳6カ月、3歳6カ月健診は対象世帯に郵送でお知らせします。
区役所地域支援担当☎201-3214、 201-3293
区役所企画課☎ 201-3296、

201-3209

