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富 士 見 公 園「 はぐくみ の 里 」
秋の収穫感謝祭
普段、都会では体験できない
「サツマイモ掘
り」
や花の植え付けなどを体験してみませんか。
日時 １１月１９日㈯１０時〜正午。
（小雨決行、雨天翌日）
2016

11 1

ボランティア募集

場所 富士見公園内
「はぐくみの里」

28

内容 ❶
「はぐくみの里」
産米のご飯、豚汁

11

などの販売

ンティアを募集しております。

❷サツマイモ掘り
（１株１００円）

（平成28年10月1日現在）

一緒に米、野菜、花、ハーブ

❸ハーブティーのサービス

226,599人

を栽培してみませんか。詳細

❹花の植え付け体験など

112,593世帯

はぐくみの里では随時ボラ

は、お問い合わせください。

川崎フロンターレ
（指定管理者）
☎２７６-９１３３、 ２７６-９１４４

いざという時のために

首都直下型の大地震は今後３０年間に７０％の確率で発生する可能性が
あります。 大きな災害はいつやってくるかわかりません。また、市内で唯
一海に面している川崎区では、巨大地震の際に津波が発生し、区内の広
範囲が浸水することが想定されます。 一人一人ができることからいざとい

～津波・地震に備えて～

川崎区で到達する可能性のある津波

う時のために備えましょう。
区役所危機管理担当☎201-3335、

201-3209

川崎市津波避難訓練を行います

１６０５年に発生した慶長地震では、推定震度４

津波警報発表時の行動や避難経路を確認する訓練を行います。

以下ながら、大きい津波が発生したと伝えられて

日時 １１月１３日㈰８時～１１時２０分

います。 同クラスの地震が発生した場合は、 地

会場 向小学校
（大島 4-17-1）
※メイン会場

震発生約９６分後に、 川崎港で最大約３．
７１ｍの

田島小学校
（渡田 1-20-1）
、東大島小学校
（大島 5-25-1）

高さの津波が到達し、区内の約４５％に当たる約

参加対象地域

18.3k㎡が浸水する可能性があります。詳しくは、

見1丁目6～7番・富士見2丁目・鋼管通1丁目
（1～2番・鋼管病院・宿舎）

区役所で配布、または市ホームページで公開し

※参加対象地域以外の人も参加可能です。

ている
「津波ハザードマップ」
をご覧ください。

内容
❶情報伝達・津波避難訓練
（8時～）
：津波警報の発表を

川崎市津波ハザードマップ で検索

防災行政無線や広報車等で伝え、指定された津波避

津波から身を守るために

難施設へ徒歩による避難を行います。
田島小・東大島小へ避難した人は、避難後に向小へ移動

●津波注意報が発表されたら直ちに海や川から離

❷防災体験
（9時半～）
：消火体験・ＡＥＤ体験・ホースキット

れる。
●津波警報・大津波警報が発表されたら直ちに海や
川から離れ、頑丈な建物(鉄筋コンクリート造など)
や津波避難施設の３階以上に避難する。
●一度避難したら、注意報・警報が解除されるまで、
決して引き返さない。

訓練・ミニポンプ訓練
（向小学校のみ）
津波避難施設（市で
は92カ所を指定）
※施設の場所は「津
波ハザードマップ」
に掲載

❸防災講座
（10時半～）
：津波避難や臨海部コンビナート
安全対策を説明
（向小学校のみ）
※雨天決行・荒天中止＜中止の問い合わせ
（7時〜）
防災テレホン・サービス☎245-8870＞

●津波の浸水が３０㎝でも、身動きが取れなくなり危険

最低３日分、 できれば
７日分の備蓄を！
地震発生後、数日間は電気・ガス・
水道が停止する可能性があります。
保存食品
（お米・パックご飯・カップ

大島上町・大島1～5丁目・中島1～3丁目・富士

地震に強い
住まいづくり！
家具の転倒防止・窓やガラスの飛
散防止フィルムの貼付などで、安全
な部屋作りを。

ラーメン・缶詰等）
、飲
料水
（１人１日３㍑）
など
を備蓄しましょう。

かわさき区ビオラコンサート
～坂本九さん生誕記念コンサート～

川崎市津波避難訓練

で検索
第5期区民会議提案

「わたしの防災手帳」
~各家庭で防災について話し合いましょう~
第5期区民会議では、各家庭の防災意識の
向上を目的として、防災について話し合うきっ
かけを作るため、
「家族防災会議」
で話し合った
内容を書き込める
『わたしの防災手帳』を作成

しました。区のホームページでは自分で折り曲げて手帳を作ること
ができるデータをダウンロードできますので、ぜひご覧ください。
区役所企画課☎201-3296、

江戸時代の粋に遊ぶシリーズ
第２３弾「狂言」
ぜんちく と み た ろ う

日時 １２月７日㈬１２時１０分～１２時５０分

出演 善竹富太郎

場所 市役所第３庁舎１階ロビー

日時 12月10日㈯14時～16時

出演

場所 東海道かわさき宿交流館４階

市消防音楽隊カラーガード隊 レッドウィングス

曲目 「上を向いて歩こう」
「明日があるさ」
他
区役所地域振興課☎２０１-３１３６、 ２０１-３２０９

201-3209

入場料 1,500円 定員 ８０人
東海道かわさき宿交流館☎280-7321、

280-7314

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
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川崎区社協福祉 ま つ り

第

回

区内のボランティア・福祉施設・企業などが集う
「福祉」
を知ってもら

11月1日号

区 版 かわさき

No.1148

川崎区らしい地域包括ケアシステムの構築

地域の見守り・助け合いの輪をひろげよう！
住み慣れた地域で豊かなつながりの居場所を！

身近な場所の集まりに参加することは、出掛けることで足腰が鍛

うお祭りです。子どもも気軽に楽しめる企画が盛りだくさん♪

えられ、おしゃべりすることで認知症予防にもなります。そこで知

日時 １１月２６日㈯１０時～１５時 会場

り合った人と健康を確認し合ったり、困ったことを助け合ったりす

内容

教育文化会館

地元企業吹奏楽部によるオープニングコンサート、社会福祉

ること、それが地域包括ケアシステムにつながります。

大会、作業所のパンや自主製品の販売、福祉活動紹介＆体験、バルー

区内には、気軽に集まり体操をしたり、おしゃべりを楽しんだ

ンアート、段ボール迷路、親子で楽しめるコンサートなど。

りする場が多くあります。区では、そのような場を掲載した
「シニアのた
めのおでかけ情報」
を作成し、区役所・支所の各担当窓口で配布しているほか、区

区社会福祉協議会☎２４６-５５００、 ２１１-８７４１

ホームページでも紹介をしています。

福祉まつりのなかで地域包括ケアシステム推進の取り組みとして

また、
「集まりを作りたい」
「仲間同士で健康のために体操をしたい」
などがありま

「えんがわブース」
と
「みんなでつなごう！ちいきの輪ブース」
を出展します！

誰もが立ち寄れる憩いの場

田島地区健康福祉ステーション地区支援担当☎322-1978、

322-1994

世界エイズデー

●かわさき色輪っかつなぎ

●お茶飲み、おしゃべりコーナー

12月1日は
「世界エイズデー」
です。世界エイズデーは世界レベルでのエイズ

短冊に願いごとを書いて

のまん延防止と患者・感染者に対する差別・偏見の解消を目的にWHO
（世界保健機

「ちいきの輪」
をつなげて

関）
が制定したものです。毎年12月1日を中心に、世界各国でエイズに関する啓発

いこう！

・クリスマスのオーナメント

活動が行われています。
「世界エイズデー」
に合わせて、毎月第1火曜と第3火曜に

●地域のつながりについ

・しじみで作るカエルの

行っているHIV抗体検査に加えて、臨時のHIV抗体検査
（匿名）
を行います。

てのアンケート

ストラップ

日時 11月29日㈫8時45分～10時5分、13時5分～14時30分

・折り紙で作る指人形
区役所地域ケア推進担当☎201-3202、

場所 区役所５階 費用 無料 定員 午前・午後各１２人

201-3293

11月15日から電話で区役所衛生課☎201-3204。
［先着順］

20分からランチ終了後まで。 大島保

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

区役所保育所等
・地域連携
＊川崎授産学園
☎201－3330、

271-0128

ひろげていきませんか。

とときを過ごしてみませんか。

201－3293

パパも一緒に！ジョイフルサタデー
ひがしおだ

201-3293

大師地区健康福祉ステーション地区支援担当☎271-0145、

りの輪 助け合いの輪」
を

ブースです。一緒に楽しいひ

・松ぼっくりで作るクリスマスツリー

区役所地域支援担当☎201-3284、

色輪っかをつないで
「見守

「地域の縁側」
を体験できる

●小物づくりコーナー

したら、お住まいの地区の担当までご相談ください。

みんなでつなごう！
ちいきの輪ブース

えんがわブース
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育園、藤崎保育園、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2組。

11月29日から

電話かＦＡＸで。
［先着順］

日程

教育文化会館
＊川崎授産学園
☎233-6361、

244-2347

かわさきで異文化交流しよう！
外国人の方と楽しく交流をしなが

保育連続講座
「親子で遊ぼう」

ら、異文化理解について考えます。ト

体を使って遊んだり、小麦粉粘土

ルコ文化センター見学も。12月8日、

で遊んだり、お店屋さんごっこなど

15日、22日、1月12日、19日の木曜。

時間

内容
体験ひろば
11/19 10時～15時
おはなし会
㈯
17時半～20時 ダンス体験
サークル発表
11/20 10時～12時
㈰
14時～15時
おたのしみ会

プラザ田島
＊川崎授産学園
☎333-9120、

333-9770

親子で一緒に楽しむ講座です。1月

10時～12時。 教育文化会館他。20

おやつ講座など親子で楽しめる内容

10日、17日、24日、31日の 火 曜、

人。材料費・交通費実費。

11月15

水岡のぶゆき
（写真左）
＆ＣＡＭＡＲＵ

です。12月17日㈯9時半～12時。東

10時～10時45分、 全4回。 藤崎保

日10時から電話、FAX、区ホームペー

（写真右）
出演のジャズコンサート。12月

小田保育園で。 就学前の子どもと保

育園
（1月10日の雨天時と17日、31

ジで。
［先着順］

17日㈯14時～15時
（開場13時半）
。プ

護者
（これからパパ、ママになる人も

日は旭町こども文化センター）
で。26

ラザ田島で。当日先着75人。

可）
。 当日直接。

年度生まれの２歳児と保護者20組。

「つくろうよコンサート2017～
vol14～」
運営スタッフ募集

カラーセラピー、遊びのコーナー、

東小田保育園☎

355-6620

12月7日から電話で。
［先着順］

体験保育
「親子でランチ」

離乳食講座
「ごっくん・もぐもぐ」
の離乳食を学びます。1月11日㈬11

～17時。20人程度。

べたりする体験型の講座。12月8日、

時～12時。大島保育園で。4カ月～8

でに電話かＦＡＸで。
［先着順］

22日、1月12日、26日、2月9日、

カ月の子どもと保護者10組。

23日、3月9日、16日 の 木 曜、9時

7日から電話で。
［先着順］

11月30日ま

市消防防災指導公社
＊川崎授産学園

プラザ大師
＊川崎授産学園
☎266-3550、

〒210-0846小田7-3-1
☎366-2475、 272-6699

266-3554

普通救命講習会

プラザ大師まつり
221-5031

ル

2月4日㈯、５日㈰、 原 則12時30分

に入って、 一緒に遊んだり昼食を食

かわさき老人福祉・地域交流センター 川崎区堤根34-15☎233-5592、

マ

ンサートの運営スタッフを募集します。

だしを生かした薄味で愛情たっぷり

短期講座受講者募集

カ

教育文化会館で行われる吹奏楽コ

親子で子どもと同じ年齢のクラス

12月

まちの音楽家たちのミニコンサート

プラザ大師で活動している団体な

心肺蘇生法やＡＥＤの取り扱い方法

どが学習成果を発表し地域交流を図

などの講義と実習。 受講者には修了

ります。その他作品展示、古本市な

証を交付します。12月4日㈰9時～12

ども。※おたのしみ会は定員100人。

時。 川崎消防署で。30人。

きと11月1日から同センターで配布の申込書を直接、かわさき老人福祉・地

詳細はお問い合わせください。

22日9時から直接か電話で。[先着順］

域交流センター。
［抽選］

保健福祉
センター

1月～3月に行う短期講座の受講生を募集
（１人１講座のみ）
します。
対象 市内在住60歳以上
11月15日～25日(日曜、祝日を除く)の9時～16時に、52円の郵便はが

※初来所の方は、住所、生年月日などが分かるもの(保険証や免許証)持参。
講座名

日程
時間
1月23日、2月13日、27日、3月
カラオケ講座
13時半
13日、27日の月曜
1月24日、31日、2月7日、14日、
デジカメ講座
10時
21日、28日、3月7日の火曜
1月25日、2月1日、8日、3月1日、
編物講座
13時半
8日の水曜
ハンドクラフト 1月19日、26日、2月9日、
10時
講座
16日の木曜

定員

費用

40人

100円

12人

50円

12人

無料

12人

100円

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

健診名

11月

12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
匿名で受けられます。
❶11月15日㈫❷12
ＨＩＶ
❶6日㈫ 8時45分～ 感染の可能性がある
月6日㈫から電話で。
即日
無料
❷20日㈫ 9時50分
ときから3カ月経過し
区役所衛生課
検査
［先着順］
た10人
☎201-3204
1歳児
区内在住の１歳３カ月
随時、電話で。
8時45分
歯科
16日㈮
未満で歯のことで気に 無料 区役所地域支援担当
～10時
☎201-3157
健診
なることがある乳幼児
１歳６カ月・
３歳６カ月児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

