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29

日時

7月5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

近藤千花子
（クラリネット）
（東京交響楽団

こんどう

ち

か

こ

な か ち と も こ

メンバー）
、仲地朋子
（ピアノ）

6

曲目 クラリネット協奏曲第2番より
（ウェー
バー）
、上を向いて歩こう
（坂本九）
ほか

（平成29年5月1日現在）

区役所地域振興課

229,138人
115，
488世帯

☎201-3136、

201-3209
近藤千花子

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
「いきいきかわさき区
動する団体の提案を受け

実施団体

て、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。

大師地区商店街連合会

商店街の人などが講師となり、プ
無料で教える少人数制の講座を開催

ち、渡日して間もないなどの理由で

してだけでなく、住民とお店、住民

201-3209

青丘社

区内の外国につながる子どものう

します。 住民にとっての学びの場と

日本語や地域生活に課題を抱える小

同士が気兼ねなく交流できる場を提
供します。８～９月と30年２～３月、各１カ月間程度の開催を予定しています。詳
細は、8・2月初旬から区役所などで配布予定のチラシをご確認ください。

東 海 道 街 角アートウイーク
実施団体

実施団体

ロならではの専門的な知識や情報を

区役所企画課☎2013267、

外国につながる
小中学生学習支援・
居場所づくり

得する街のゼミナール（まちゼミ）

提案事業」は、 地域で活

中学生を対象に、教育文化会館と桜
本地域の施設で、日本語・学習サポ
－トを行います。

チョットの工夫で元気にすごすパートⅡ
実施団体

グローバル文化協働支援センター

川崎市栄養士会

高齢者をはじめとした区民が健康寿命を延ばすた

さまざまな世代の区民、 外国
人市民や留学生が一緒につくり上

めの食生活と食品衛生を身に付けるための講座を、

げる文化・芸術イベントを東海道

身近な会場で開催します。 健康講話、咀嚼体験、

かわさき宿交流館などで9月16日

調理の実演の他、川崎区食品衛生協会による正し

～18日
（予定）
に開催し、多世代、

い手洗い方法の講習も行います。

そしゃく

異文化の交流を図ります。また、

市民活動ＰＲ映像化事業

東 海 道や区 の 産 業 史・近 代 史を
テーマとした作品の発表を通じて、

実施団体

街の歴史文化を発信します。詳細
は9月初旬から区役所などで配布

かわさきキネマサークル

地域包括ケアシステムの構築に向けて、見守り活動団体の紹介など、見守り

予定のチラシをご確認ください。

支え合いの意識を高めるための映像を作成します。

川崎臨海部の夢発見！ バスツアー
川崎港
（巡視船による見学）
や工場など、川崎臨海部をバスで巡ります。
日 時
❶ ７月２７日㈭９時半～１７時ごろ
❷ ８月２２日㈫９時半～１７時ごろ
❸ ８月２４日㈭９時半～１７時ごろ
募集

行 程
川崎港、川崎マリエン、クレハ環境、JXTGエネルギー川崎製造所
川崎港、川崎マリエン、JFEスチール東日本製鉄所
（京浜地区）
、かわさきエコ暮らし未来館
川崎港、川崎マリエン、ペットリファインテクノロジー、クレハ環境

❶❷区内在住・在学の小学校４～６年生と保護者、
各回４０人❸区内在住・在勤・在学の成人、４０人

6月30日
（必着）
までに、往復ハガキに全員の住所
（在勤・在学の
人は勤務先・学校名も）
、氏名、年齢
（小学生は学年も）
、電話番号、

※対象学年以外の子どもの参加・同伴はできません

繰り上げ当選連絡希望の有無、参加希望日
（❶～❸から１つ）
を記入

※施設・工場内の見学は徒歩。階段での移動もあります

し〒210-8570区役所地域振興課☎201-3136、 201-3209。
［抽

参加費 １人200円
（保険料） ※昼食・飲料持参

選］
※区ホームページからも申し込めます

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
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健康づくり・介護予防出前講座を企画してみませんか
お口の健康・元気に生活するための食事・認知症予防など、区の専門職
による出前講座を企画してみませんか。講師料などは無料です。
教育文化会館〒210-0011富士見2-1-3☎233-6361、

こうくう

講話例 口腔・食生活・健康づくりに関するお話 ※要相談

244-2347

自由研究攻略作戦
夏休みの自由研究をサポートする講座です。
場所

教育文化会館
（❺は南極・北極科学館、❻は川崎警察署）

対象

区内在住・在学の小学生
（❷は４年生以上、❺は保護者同伴）

定員

各20人
（❶のみ50人） 費用

講座名
❶ 食品サンプルを作ろう
❷ 腕時計を組み立てよう
❸ 押し花額絵を作ろう
ステンシル染めでエコバック
❹
を作ろう
❺ オーロラを体験しよう
❻ 警察のお仕事を知ろう
❼ オリジナルゲームを作ろう

時間

平日9時～17時

場所

身近な会場を申し込み者側でご用意ください。

対象

区内の各種団体
（町内会、自治会、老人会、ＰＴＡ、
子育てサークル、自主活動グループなど）

講師

材料費など実費

歯科衛生士・管理栄養士・保健師など
開催希望日の2カ月前までに電話かFAXで

日程
7月24日㈪
7月25日㈫
7月26日㈬

時間

7月27日㈭

10時～12時

7月29日㈯
7月31日㈪
8月2日㈬

区役所地域支援担当☎201‐3216、

内容
講義・実習
講義・実習
実習

東海道かわさき宿交流館

実習

〒210-0001本町1-8-4 ☎280-7321、 280-7314
毎週月曜休館
（月曜が祝日の場合は開館し、直後の平日が休館）

見学
見学・体験
実習

江戸の粋に遊ぶシリーズ

※申し込みは1人1講座のみとなります
6月24日10時から教育文化会館イベントホールで直接。
［先着順］

わ くわ く 科 学 研 究 教 室
夏休みに、簡単な理科実験やクイズに挑戦してみませんか。 高校生や大
学生が、丁寧に教えてくれます。科学について学ぶこともできます。

6月17日㈯

場所

東海道かわさき宿交流館４階

出演

清元 栄志太夫

定員

当日先着80人

費用

1,500円

きよもと

支所で古着を回収します

日時

❶8月5日㈯❷6日㈰、いずれも10時～12時

場所

教育文化会館6階大会議室

対象

区内の小学生とその保護者40組(４年生以上は子どものみの参加も可)

費用

材料費200円

❶大師支所 6月8日㈭、9日㈮ ❷田島支所 6月15日㈭、16日㈮
いずれも13時半〜15時半。駐車場で回収します。荒天中止
回収対象

※申し込みは1人1講座のみとなります

集めた古着類は、東南アジア諸国などでリユース
（再利用）
されます。

年を記入し往復ハガキで。
［抽選］

各記事に記載

パパも一緒にジョイフルサタデー
かんのんちょう＆あいせん

夏物・冬物・衣料の種類は問いません。シャツ・ズボン・スー

ツ・シーツなど。※汚れているもの、破れているものは不可

6月30日(必着)までに子ども・保護者の氏名、住所、連絡先、子どもの学

区役所保育所等
・地域連携
＊川崎授産学園

14時～16時
（開場：13時半）

え い し だ ゆ う

❷草木染め〜野菜のもつ色素で染めハンカチづくり〜

申し込み方法は市版5面参照

南部生活環境事業所☎266-5747、
換を行うための自由な遊びの場です。

実習を行います。 受講者には修了証

201-3319、

6月～30年3月の第4水曜
（12月は除

が 交 付されます。7月19日㈬9時～

く）の10時～12時。 プラザ 大 師で。

12時。 川崎消防署で。30人。 教材

6カ月～就学前の子どもと保護者。当

費800円。

日直接。

FAXで。
［先着順］

201-3293。
［先着順］

プレママ・プレパパタイム
初めてママやパパになる人が保育
園の様子を見学したり、園児と触れ
合ったりして、保育を体験できます。

プラザ田島
＊川崎授産学園

毎週月曜～金曜
（祝日、年末年始を除

☎333-9120、

く）
。 ❶9時半～10時半
（藤崎保育園・

333-9770

ごしませんか。手作りゲームコーナー

保育園・東小田保育園）
。各日各園２組。

毎月第1金曜に開催している
「元気

や手形スタンプコーナー、育児・栄養

詳細は、各保育園にお問い合わせく

健康カフェ」
。今回は喜楽亭笑 吉師匠

相談などがあります。７月8日㈯9時

ださい。

による健康落語寄席です。笑って笑っ

半～12時。かんのん町保育園で。就

1306、小田保育園☎

藤崎保育園☎

学前の子どもと保護者、
これからパパ・

大島保育園☎

ママになる人。

かんのん町保育園

保育園☎

☎280-6226、

280-6227

自然の物を使っての簡単
「木の実モ
ビール」
作りなどの他、地域のみなさ

き ら く て い しょうきち

211-

222-7252、東小田

教育文化会館
＊川崎授産学園
244-2347

を7月～9月に行います。 富士通スタ
ジアム川崎かわＱホールで。 ❶生後
2～12カ月の子どもと保護者20組、
6800円❷中学生を除く15歳以上35

〒210-0846小田7-3-1
☎366-2475、 272-6699

はじめてママの子育て講座

人、5,400円。 日時などの詳細はお
問い合せください。

はじめての子育てで不安な気持ちを

しませんか。7月22日㈯9時半～11時

抱えているママ達のための講座。保育

心肺蘇生法、自動体外式除細動器

半。地域子育て支援センターむかい

士や栄養士から親子の触れ合いと子育

（AED）
の取り扱い方法などの講義と

で。就学前の子どもと保護者、地域

てについて学びます。6月27日、7月4

の人など30組。

日、11日、25日の火曜、7月20日㈭、
10時～12時。教育文化会館で。4～

かい☎

10カ月の子どもと保護者15組。

244-7730。
［先着順］

離乳食講座
「ごっくん・もぐもぐ」
素材を生かし、そしゃくを促すこと
で子どもに意欲的に食べさせるこつを

プラザ大師
＊川崎授産学園
☎266-3550、

時。大島保育園で。4～8カ月の子ど

こそだてひろば“だいし”

もと保護者。

6月19日から電話

6

266-3554

就学前の子どもと保護者が情報交

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17日
（必着）

までに必要事項を記入し往復ハガキ

普通救命講習会

月15日10時から電話で。
［先着順］

学びます。7月25日㈫11時15分～12

❶ママのための骨盤調整＆ストレッチ

100円。

市消防防災指導公社
＊川崎授産学園

話かFAXで地域子育て支援センターむ

夏のスポーツ教室

プラザ田島学習室で。当日先着40人。

んと交流を深めて、楽しく一緒に過ご

6月22日から電

〒210-0011富士見2-1-9
富士通スタジアム川崎内
☎070-1339-8121、 276-9144

て健康増進！7月7日㈮、10時～12時。 （全8回）❷骨盤エクササイズ
（全9回）

333-6966、

355-6620

☎233-6361、

7月4日9時から電話か

市スポーツ協会
＊川崎授産学園

元気！健康カフェ「健康落語寄席」

ファミリー講座

287-1840

かFAXで区役所保育所等・地域連携☎

小田保育園）
❷14時半～15時半
（大島

土曜日のひとときを家族で楽しく過

第２６弾 「三味線（清元）」

日時

内容 ❶竹の不思議〜竹で作ったハガキで、暑中見舞いを送ろう〜

区のお知らせ

201‐3293

で。
［抽選］

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

対象
費用
匿名で受けられます。
❶6月20日❷7月4日
ＨＩＶ ❶4日㈫ 8時45分～ 感染の可能性がある
から電話で区役所
無料
即日検査 ❷18日㈫ 9時45分
ときから3カ月経過
衛生課☎201-3204
した10人。
［先着順］
区内在住の1歳３カ月
随時、電話で区役
1歳児
8時45分～
28日㈮
未満で歯のことで気に 無料 所地域支援担当
歯科健診
10時
なることがある乳幼児
☎201-3157
※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

