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区民会議フォーラムを開催します
地域課題の解決に向けて調査審議を行う区民会議。昨年の4月にスター
トした第６期のこれまでの審議・取り組み報告を行い、区民の皆さんと意見
交換を行います。ミニコンサートもあるので気軽に参加してください。
日時 ２月２５日㈯14時～16時
（開場13時半）
場所 市役所第4庁舎
2017
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14時～14時半
区民会議からの審議・取り組み状況の報告
14時40分～15時 区内小学生による地球環境問題啓発ポスターコンクール表彰式

29
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自転車は
駐輪場へ

定員 当日先着100人

15時10分～
15時50分

（平成29年1月1日現在）

226,727人
113,160世帯

まちかどミュージシャン
によるミニコンサート
出演：プロムカルテット

区役所企画課☎201-3296、

放置自転車を
なくそう！

201-3209

八丁畷駅周辺放置自転車禁止区域

区内駅周辺は、通勤・通学や買い物などのため多くの自転車が集
中しています。自転車が路上や駅前広場に放置されると、歩行者
きた

や車両の通行の障害となったり、救急・消防活動に支障を来すなど、さまざまな問題が
起こります。
区では放置自転車対策の一環として、小学生の絵を印刷した啓発シートを路面に貼付
し、放置自転車の防止に取り組んでいます。
今年度は川崎小学校4年生117人の子どもたちが
「みどり広がる未来～ひとつひと
つの草花～」
をテーマに絵を作成してくれました。この絵を元に啓発シートを作成して、
はっちょうなわて

八 丁 畷 駅近辺の歩道の一部に設置しますので、どうぞご期待ください。
区役所道路公園センター☎211-4214、

246-4909

昨年度は東門前小学校周辺に啓発シートを貼りました

施工前

投票 投票しよう！あなたが選んだイチオシ
結果

かわさき区の

9月15日～11月30日の間、たくさんのご投票をいた
だきありがとうございました。
投票数第1～3位までの宝物を発表します。かわさき区の宝物はまだ
まだたくさんあります。区内にあふれる宝物を再発見してみてください。
その他にも

川崎大師平間寺
第1位

施工後

いきいきかわさき区提案事業

～お店の人が教えてくれる 得するまちのゼミナール ～
大師地区にある商店街のお店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、コツを無料で教える少人数制の講座を３月１０日まで開催しています。
「初
めてのぬか床づくり」
「
、美と健康、血管美容で10歳若くセミナー」
などさまざまな講
座があります。申し込みは直接各店舗へ電話で。各
店舗の連絡先、講座の開催日時などは区役所、支所
などで配布しているチラシを御確認ください。
区役所企画課☎201-3267、

201-3209
区役所地域振興課
☎201-3136、 201-3209

東海道かわさき宿交流館

かわさき区ビオラコンサート
川崎市役所本庁舎
第2位

川崎河港水門
第3位

第4回川崎大師まちゼミ

工場夜景

※この他の投票結果についても、
区ホームページに掲載しています。
区役所地域振興課☎2013136、 201-3209

かわさき区ビオラコンサートIN田島支所

日時 3月1日㈬12時10分～50分

日時 3月9日㈭12時10分～50分

場所 市役所第3庁舎1階ロビー

場所 田島支所3階会議室

出演 渡辺功
（東京交

出演

響楽団・テューバ）
、河

タービレ
（ミュージック

合優子
（ピアノ）

ベルアンサンブル）

曲目 「朝の歌」
他

曲目 四季より
「春」
他

ラ・ベ ル・カ ン

©N.Ikegami

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

2017（平成29）年

川崎区企業市民交流事業推進委員会
企業と市民が協働のまちづくりを推進する川

市民委員募集

2月1日号

6

第

回

崎区企業市民交流事業について、企画提案や課題検討などを行います。
募集人数・任期 2人程度、4月1日～31年3月31日

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！
子育てが楽しくなる取り組みがいっぱい！

い、育児相談や園庭開放を実施し、地域の子どもと保護者が参加できる

選考方法 書類選考
3月3日
（消印有効）
までに、住所、氏名
（ふりがな）
、電話番号、性別、
生年月日、職業、主な職歴、地域での活動経験、応募理由を記入し、小
論文
「企業と地域団体との協働への期待」
（800字以内）
を添えて直接か郵送
で〒210-8570区役所地域振興課☎201-3127、

201-3209

子育てを楽しむための講座や父親の子育て参加を促進する
「ジョイフルサタ
デー」
を開催しています。
区内の地域子育て支援センターでは、子育て講座やリトミック、人形劇な
どのイベントや誕生会、身体測定を毎月行っています。
これらの取り組みを含む子ども・子育て支援情報について

市民活動団体向け パソコンスキルアップ講座 ～ワード初級～
区内で活動する市民活動団体の人またはこれから活動する人を対象とした
講座です。ウィンドウズの基本操作とキーボードでの文字入力ができることが

は、FacebookとTwitterで配信しています。気軽に参加し
てください。
区役所保育所等・地域連携☎201-3319、

条件となります。詳細はお問い合わせください。

〒210-0001本町1－8－4

場所 市立川崎高等学校3階 情報処理室
内容 基本編
「ワードの基本操作を確認しよう！」

2月15日から電話で区役所地域振興課☎201-3136、 201-3209。
［先着順］
区役所地域支援担当
☎201-3217、 201-3293

区内のいこいの家で、専門の指導員による体操と健康ミニ講座を開催して
います。住み慣れた地域でいつまでも元気に過ごすために、参加しませんか。

出演 雅楽道友会

いこいの家
曜日
時間
（大島1-9-6） 火 10時～11時半
対象 次に当てはまる65歳以 ① 大島
（渡田4-12-20） 水 10時～11時半
上の人
（要介護1～5の認定を受 ② 渡田
③ 田島
（田島町20-23） 水 10時～11時半
けていない、医師から運動を禁
④ 桜本
（桜本2-5-2） 金 13時半～14時半
止されていない）
⑤ 小田
（小田2-16-9） 木 10時～11時半
定員・利用期間 20人程度、
⑥ 京町
（京町3-12-2） 金 10時～11時半
6カ月間
⑦ 大師
（大師公園1-4） 金 10時～11時半
（藤崎4-17-6） 水 13時半～15時
※動きやすい服装で、タオルと ⑧ 藤崎
⑨ 殿町
（殿町1-20-15） 木 10時～11時半
飲み物を持参してください。

ルが、日頃の活動成果を披露します。

201-3209

東海道川崎宿2023まつり
当日ボランティア募集
4月2日㈰に開催される東海道川崎
宿2023まつり当日ボランティアを募
集します。 参加者を対象に3月24日
㈮19時から説明会を開催する予定で
す。

2月15日から電話かFAXで☎

201-3136。
［先着順］
カローリング体験教室
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」
を体験して
みませ ん か。2月18日 ㈯10時 ～12
時。 藤崎小学校体育館で。 動きやす
い服装で、室内履き持参。 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。
☎201-3231

13時～16時）
。21日は和紙ちぎり絵
講座、22日は着付体験・お抹茶体験・
書道体験、23日は絵手紙講座、26日
は歌や踊りの舞台発表、お抹茶席を行
います。教育文化会館で。当日直接。
※詳細はお問合せ下さい。
テレビ番組の裏側を知ろう
テレビ朝日のディレクターによる

講談「伝・川崎宿物語」
川崎宿を舞台とした創作講談です。
日時・定員 2月22日㈬14時～16時、当日先着80人
いちりゅうさい は る み

出演 一龍斎春水
（写真）

244-2347

]「第38回教文まつり」
教育文化会館で活動しているサーク

場所 東海道かわさき宿交流館

東海道ウォーク参加者募集
東海道の起点となる日本橋を出発し、毎月１回10～15km程度歩いて、
箱根関所を目指します。詳細はお問い合わせください。
期間・回数 4月21日～30年4月27日
（8月は除く）
、全12回
定員・費用 30人、12,000円
2月28日
（消印有効）
までに往復ハガキに講座名、住所、氏名、性別、
年齢、電話・FAX番号を記入し、郵送で東海道かわさき宿交流館
［抽選］
※参加者を対象に3月25日㈯17時から説明会を開催する予定です。
保健福祉
センター

健診名

3月の健診案内
日程・受付時間

（会場はいずれも区役所5階）

内容など

費用

匿名で受けられます。
ＨＩＶ ❶7日㈫ 8時45分～ 感染の可能性がある
無料
即日検査 ❷21日㈫ 9時50分
ときから3カ月経過し
た10人
1歳児
17日㈮
歯科健診

❶2月21日
❷3月7日から電話
で。区役所衛生課
☎201-3204
［先着順］

区内在住の1歳3カ月
随時、電話で。
8時45分～
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
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

「人気番組はどのように作られるの
か」
「人気の秘密はどこにあるのか」
な
どの講話の予定です。3月3日㈮13
時半～15時。 教育文化会館で。50
歳以上の30人。

2月15日10時か

プラザ田島
＊川崎授産学園
☎333-9120、

333-9770

シニア健康寄席
きんげんてい う ま じ

金原亭馬治が出演します。3月4日
㈯14時～15時。 プラザ田島で。75
田島で体感・めんそーれ沖縄

で。30人。100円。

リトミックとコンサート
0歳から参加できます。3月11日㈯
14時～15時。 プラザ田島で。 就学
前の子どもと保護者20組。

ら電話で。
［先着順］

人。当日直接。

教育文化会館
＊川崎授産学園
☎233-6361、

2月21日～26日10時～16時
（21日は

場所 東海道かわさき宿交流館

費用 1,500円

詳細はお問い合わせください。

☎各担当へ、

280-7314

日時・定員 2月18日㈯14時～16時、当日先着80人

定員 30人 費用 300円

区役所地域振興課
＊川崎授産学園

☎280-7321、

江戸時代の粋に遊ぶ その24「雅楽」

応用編
「名刺を作って仲間の輪を広げましょう！」

申し込み方法は市版5面参照

201-3293

東海道かわさき宿交流館

日時 3月11日㈯10時～15時
（昼食持参）

区のお知らせ

02

区内の各保育園では、赤ちゃんから就学前の子どもの健やかな成長を願

資格 区内在住・在勤・在学で18歳以上の人

いこい 元 気 広場

区 版 かわさき

No.1154

2月21

日10時から直接か電話で。
［先着順］

地域包括支援センタービオラ川崎
＊川崎授産学園
〒210-0843小田栄2-1-7
☎329-1680、 322-2553

2月15日から

電話かFAXで。
［先着順］

市消防防災指導公社
＊川崎授産学園
〒210-0846小田7-3-1
☎366-2475、 272-6699

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

よろばた会～大人が楽しめる絵本
の世界～
よろばた会は誰もが地域で気軽に

実習を行います。 受講者には修了証
が交付されます。 ❶川崎消防署･･･3

月4日㈯9時～12時。 ❷臨港消防署

沖縄県人会による沖縄の歴史講

交流できる場で、月1回程度開催して

･･･3月6日㈪9時～12時。 ❶❷いず

義、 沖縄民踊や舞踊を行います。3

います。 今回は四つ葉のハーモニー

れも30人。

月5日㈰14時～15時半。プラザ田島

により絵本の世界を楽しみます。2月

から直接か電話で。
（受付時間9時～

で。75人。当日直接。

28日㈫14時～15時半。 ビオラ川崎

16時半）
［先着順］

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

❶2月15日❷2月21日

区役所企画課☎ 201-3296、

201-3209

