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お間違えのないように

区 版なかはら01 中原区ホームページ  http://www.city.kawasaki.jp/nakahara/　［区版］は区の情報を中心に掲載しています。

●編集：中原区役所企画課 ☎744-3149、 744-3340

　誰もが安心して暮らし続ける
ことができる地域づくりを目指
し、さまざまな主体が気軽に集え
る交流の場や、それを支えるボラ
ンティア活動などの情報発信を
地区ごとに行います。また、地域
交流を推進するワークショップ
を開催します。

　台風・地震などの災害時に、避
難所の開設・運営をスムーズに行
うため、さまざまな課題に応じ
た訓練を実施します。また、自
転車事故の減少を目的として、
スタントマンによる交通事故の
再現を取り入れた交通安全教室
を開催します。

　子育て支援の場づくりや、ボ
ランティアの養成を行い、地域
全体で子育てを応援する体制づ
くりを推進します。また、公営
保育所などを活用し、ハイハイ
広場、体験保育、親子連続講座
を開催するなど、きめ細やかな
支援を行います。

●児童家庭課が行っていた「乳幼児健診、子ども・子育て相談業務」、地域保健福祉課が行っていた「健康
　づくり・生活習慣病予防業務」などは「地域みまもり支援センター地域支援担当」が行います
●地域保健福祉課が行っていた「感染症の相談（結核・HIVなど）」、「医事・薬事業務」などは「衛生課」が行います

　全ての地域住民を対象とした「地域包括ケアシステム」を推進するため「地域みまもり支援センター」を新設するなど、区役所の組織が
一部変わります。 区役所総務課☎744-3124、 744-3340

　区の課題を解決するために、区民の参加と協働により実施する「地域課題対応事業」。今回は
28年度の主な取り組みを紹介します。 区役所企画課☎744-3149、 744-3340

主な変更点

旧組織 新組織 主な仕事の内容 電話番号 窓口の場所
（窓口番号）

地域保健福祉課
（地域保健福祉係）
こども支援室
（企画調整担当）

地域みまもり
支援センター
744-3196

地域ケア
推進担当

民生委員児童委員協議会／保護司会／戦没者遺族関係／日本赤十字社／災
害見舞金／指定難病／公害健康被害補償／成人ぜん息

そく

・小児ぜん息／原爆被
害者援護関係

☎744-3252
本館2階 1

地域包括ケアシステムの推進に向けた企画・調整／子ども・子育てに関する
企画・調整／区地域福祉計画の策定・推進 ☎744-3239

地域保健福祉課
（地域健康支援係の一部）

児童家庭課
（児童家庭相談サポート）

地域支援担当 乳幼児健診／母子健康手帳／子ども・子育て相談／健康づくり・生活習慣病
予防／介護予防／歯科保健／栄養相談・食育推進 ☎744-3308 本館2階 3

こども支援室
（運営管理担当の一部）

保育所等・
地域連携担当 地域の子ども・子育て支援／保育所などの子ども関係施設との連携・支援 ☎744-3288

本館2階 1こども支援室
（学校・地域連携担当） 学校・地域連携担当 区における教育支援推進／学校教育活動支援 ☎744-3101

児童家庭課
（児童家庭サービス係） 児童家庭課

744-3343

児童家庭
サービス係 保育所入所／児童扶養手当／小児慢性特定疾病医療費等給付／特定不妊治療 ☎744-3263 本館2階 2

衛生課（感染症対策係）
地域保健福祉課

（地域健康支援係の一部）
衛生課
744-3342

感染症対策係 感染症（結核・HIVを含む）の相談／肝炎治療医療費助成／ねずみ・衛生害虫
の相談／医事・薬事／医務免許 ☎744-3280

別館3階
衛生課（環境衛生係） 環境衛生係 理容所・美容所・クリーニング所などの営業許可／受水槽と井戸水の衛生相

談／犬の登録・狂犬病の予防接種／飼養動物に関する相談 ☎744-3271

衛生課（食品衛生係） 食品衛生係 飲食店の営業許可／食中毒ほか食品衛生に関する相談／免許 ☎744-3273

保険年金課
（国民健康保険係／
長寿・福祉医療係／
収納係／国民年金係） 保険年金課

744-3341

国保資格・賦課係 国民健康保険の資格、保険料の賦課 ☎744-3201 本館1階 9

国保給付・
医療費助成係

国民健康保険の給付（高額療養費、出産育児一時金、葬祭費など）／医療費
助成(小児・重度障害者・ひとり親家庭等） ☎744-3202 本館1階11

収納係 国民健康保険・後期高齢者医療制度・介護保険の保険料の収納 ☎744-3109 本館1階 8

国民年金係 国民年金保険料の免除・猶予・学生納付特例申請／国民年金の給付申請 ☎744-3206 本館1階 7

高齢・障害課
（介護保険料係） 後期・介護保険料係 後期高齢者医療制度／介護保険の資格、保険料の賦課 ☎744-3204 本館1階10

地域福祉の活性化 安全・安心なまちづくり 区民と協働したこども支援

ワークショップ 交通安全教室 子育てサロン

　地域の課題を把握し、どのような方法で解
決するかを20人の委員で話し合います。
人数　4人程度　任期　7月1日から2年間
会議　年4回、主に平日。※他に専門部会が
あります
応募資格　18歳以上（4月1日現在）で、区内
在住・在勤・在学か区内で地域活動をしている
こと。市職員と市付属機関などの委員は除く

5月27日（必着）までに住所、氏名、電話
番号、生年月日、性別、地域での活動内容・経
験を記入し、小論文「区民会議で話し合いたい
ことと私の役割」（800字程度・書式自由）を添
えて、直接か郵送で〒211-8570中原区役所
企画課☎744-3149、 744-3340。［選考］
※募集情報は、区役
所などで配布中の
チラシか区ホーム
ページからご覧にな
れます

中原区
区民会議

キャラクター
たぬきくん

－28年度地域課題対応事業－－28年度地域課題対応事業－

第6期区民会議
公募委員を募集

中原区子育て
イメージ

キャラクター
ミミ・ケロ

変 更

新 設

変 更

変 更

住みたいまちから住みたいまちから住み続けたい住み続けたいまちへまちへ

「地域みまもり支援センター」を設置
4月から区役所の組織が新しくなります！4月から区役所の組織が新しくなります！
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小杉行政サービスコーナーをご利用ください。住民票･印鑑証明他　武蔵小杉駅北口階段下 ☎722-8685

募集・案内
歩こう会
　5月8日㈰8時に横浜市営地下鉄北
山田駅集合、8時半出発、11時ごろ
センター南駅解散。北山田駅～大塚・
歳
さい

勝
か ち ど

土遺跡公園～センター南駅。約
５㌔。当日直接。雨天時は15日㈰に
延期。 区役所地域振興課☎744-
3323、 744-3346。当日の問い
合わせは6時半から区役所守衛室☎
744-3192。
市民健康の森
　竹林の手入れ。4月24日㈰9時に
市民健康の森入口広場に集合。軍手
持参。雨天中止。 中原区市民健康
の森を育てる会☎ 788-6579。区
役所地域振興課
☎744-3324、
744-3346。

*川崎授産学園
☎888-3131、 888-3138

〒213-0014高津区新作1-19-1

市民プラザからのお知らせ

ゴールデンウィーク短期水泳教室
　4月26日㈫～28日㈭❶15時～16
時❷16時半～17時半。市民プラザ
で。❶3歳～就学前の子ども30人❷
小学生50人。❶❷ともに3,000円。
4月15日から直接。［先着順］
ワークショップ「こいのぼりキッズ
ポシェットをつくろう！」
　4月22日㈮14時～18時、23日㈯、
24日㈰10時～16時。市民プラザで。
各回80人。5歳未満は保護者同伴。
1,200円。 4月15日から直接か電
話で。［先着順］
フリーマーケット出店者募集
　5月22日㈰10時～15時。市民プ
ラザで。50店（業者不可）。出店料
1,500円。高校生以下は保護者同伴。
4月20日（必着）までに必要事項と

参加人数、車の有無（1団体1台まで）、
販売品目（食品不可）も記入し往復ハ
ガキで。［抽選］

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

　今回は町会で活躍する「まちの防災リーダー」
の3人を紹介。それぞれの町会では、防災訓練
や年末パトロールなどに取り組んでおり、昨年
11月には3町会合同で「避難所の開設※訓練」を
実施しました!

　「防災に関心がある人や災害時に役立つ技能を持つ人は数多くいると思
います。老若男女を問わず、より多くの人に訓練に参加してもらいたい
です」と防災リーダーたち。「もしも」に備えて日ごろから活動している「ま
ちの防災リーダー」、区役所危機管理担当のイチオシです。

　約200人が参加して、
避難者の受け付けや通信
訓練、生活スペースの仕
切りなどを体験しました。

避難所は区内の市立学校ですが、避難所開設・運営の中心となるのは地域の皆さ
んです。災害時は可能な範囲で避難所の運営にご協力をお願いします。

※避難所の開設：

防災リーダーが見守るなか、地域の
住民が力を合わせて避難所を準備します

　区内の魅力的な人や知られざる場所などを紹介します。

第38回中原市民館サークル祭

中原市民館☎433-7773、 430-0132

訓練後は反省会で振り返り

左から永井さん（木月3丁目）、
近藤さん（木月伊勢町）、武

ぶ し か

鹿
さん（木月1丁目）

声掛けをする
永井さん

2016年 生涯学習プラザ 春の☆キラリ文化教室

※いずれも15歳以上の20人（❺は20歳以上）。
4月21日（必着）までに直接、ハガキ、電話、FAXで〒211-0064中原区今井

南町28-41生涯学習財団文化教室☎733-6626、 733-6697。［抽選］

種目 日程 時間 受講料
＋教材費

1 楽らく歌の教室 5月17日～７月12日の
隔週火曜、全5回 13:20～14:50

4,500円
＋実費

2 メディカルハーブ
＆アロマテラピー

5月17日～７月12日の
隔週火曜、全5回 10:00～11:30

3 風景写真教室 5月12日、19日、6月2日、9日、
16日の木曜、全5回 14:00～16:00

4 色えんぴつ画入門 5月23日、30日、6月6日、27日、
7月4日の月曜、全５回 14:00～15:30

5 ワインを気軽に
楽しむ

5月25日、6月1日、8日、15日、
7月6日の水曜、全5回 14:00～15:30

6 落語入門 5月24日～7月19日の
隔週火曜、全5回 13:30～15:30

区役所危機管理担当☎744-3141、 744-3346

お互いに助け
合って行動し
てください！

被災後も自宅で生
活できるのが一番。
各家庭での転倒防
止や備蓄など、事前
の準備が大事だね

なかはらメディアネットワーク 4月
テレビ なかはらスマイル
イッツコムチャンネル（地デジ11ch）
水曜 21：30～21：39／土曜 16：00～16：09／日曜 10：30～10：39
放送予定：なかはらミュージカル「桃の里のも
のがたり2016」他

ラジオ Enjoy★なかはら
かわさきFM（79.1MHz）
第1・3金曜 11:15～11:45
ゲストを招き、区内の魅力や
イベントを紹介します

※放送内容は変更する場合があります。 区役所企画課☎744-3149、 744-3340

区内の情報をさまざまなメディアが発信 なかはらメディアネットワーク 検索

平間スポーツレクリエーションクラブ活動日程

※予約・用具不要(ヨガマットは数に限りがあります)。飲み物は持参。運動に適した
服装で。「健康体操」は室内履き(スリッパ不可)を持参
平間スポーツレクリエーションクラブ（滝口）☎070-6980-7949。区役所地域振

興課☎744-3323、 744-3346

※いずれも15歳以上（中学生を除く）。受講料1回500円。事前申込不要
とどろきアリーナ☎798-5000、 798-5005

種目 日程 時間 場所 費用

卓球広場 4月16日㈯ 10:00～12:00

平間小学校
多目的教室

高校生以上200円
中学生以下100円

ヨガ教室 4月9日㈯

10:00～11:30 500円気功教室 4月23日㈯

健康体操 5月7日㈯

　国内最高峰の国際陸上競技大会に区民の皆さん
を招待します。世界トップレベルの選手たちの激
戦は必見。たくさんの応募をお待ちしています。
日時　5月8日㈰9時～17時（予定）　
場所　等々力陸上競技場
❶無料招待：区内在住の小学生以上、100人（就学
前の子どもは無料）
❷「50㍍、100㍍を走ろう」参加者募集：同日10時
～11時半開催。対象は区内在住・在学の小学生。
50㍍＝1～3年生、100㍍＝4～6年生、合計200
人。❷は本人を含め2人無料招待。
　いずれも雨天決行。 4月21日（消印有効）ま
でに往復ハガキに催し物名、住所、氏名、電話番
号と❶は人数（2人まで）❷は学校名、学年も記入して〒210-8577市民文化局
市民スポーツ室☎200-3245、 200-3599。［抽選］

避難者の受け付けは思っ
たより大変だ！受付名簿
を工夫しよう！

とどろきアリーナワンコインレッスンのご案内
教室名 日程 時間

ボディアタック 4月18日、5月9日、16日、23日の月曜 19:30～20:30
ボディアタック
コンバット 4月19日、26日、5月17日、24日の火曜 19:30～20:15

ボディステップ 4月20日、27日、5月11日、18日、25日の水曜 13:30～14:30

しなやか美人ヨガ 4月19日～6月28日の火曜 9:30～10:30

内容 日時 会場

作品
展

絵画・陶芸・絵手紙・書・和裁・
籐
とう

工芸など

5月13日㈮12:00～17:00
14日㈯10:00～17:00
15日㈰10:00～16:00

ギャラリー・
2階各室

体験
教室

囲碁 5月14日㈯10:00～17:00
15日㈰10:00～16:00 グループ室

健康体操（上履き持参） 5月14日㈯12:00～14:30
体育室ハワイアンダンス

（動きやすい服装で） 5月14日㈯14:30～15:30

パステル画 5月15日㈰12:30～15:00
1階フロア

民族楽器（展示） 5月15日㈰10:00～13:00

演技
発表

日本舞踊・楽器演奏・唱歌・
詩吟・着付け・各種ダンス・
太極拳など

5月15日㈰10:00～16:30 多目的ホール
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