
　今年もウォークラリーでは、それぞれのポ
イントやコース中の商店街で冷たい飲み物な
どさまざまなサービスを用意しています。ま
た、全てのポイントを回った人やクイズ全問
正解者には賞状を贈呈します。
多くの皆さんの参加を、心よ
りお待ちしています。

皆さん、ぜひ遊びに来てください。

　毎年海の日に開催される「かわさき大師サマーフェスタ」も今年で22回目。
「名所めぐりクイズ・ウォークラリー」、川崎大師駅前でのオープニングコン
サートなどのイベントが盛りだくさん。かわさき大師サマーフェスタでこの
夏の思い出をつくりませんか？	

区役所地域振興課☎２０１-３１２７ ２０１-３２０９

スタート受け付け  各ポイント　９時～13時半
抽選会  若宮八幡宮　９時～15時
　ウォークラリー各ポイントのスタンプを8つ
以上集めると、抽選会に参加できます。各ポ
イントでのクイズに10問以上正解すると、さ
らにもう一回抽選できます。
※スタンプの押印は14時半まで。小雨決行。自転車での参加は
ご遠慮ください。過去のスタンプ帳も使用できます

スタンプ
帳は当日
各ポイン
トで配布

チラシ裏面

内容 場所
冷やしそうめん300食サービス

11：00～なくなり次第
大師駅前商栄会

（石渡燃料店横）
毎年恒例のチューチューアイス

（なくなり次第終了）
9：30～13：00

※11：00～打水イベントあり

大師本通り商店会
（あめや輪店隣

駐車場）

先着500人に久寿餅のサービス 住吉屋総本店
（馬頭観音隣）

いきいきかわさき区提案事業
東海道街角アートウイーク

エコクラフト
作り

若宮八幡宮

俳句づくり
石観音

おたのしみくじ
藤崎小学校

伝承あそび
若宮八幡宮

７17（祝）
海の日

実行委員長　石渡孝明

～みんなで知ろう
！かわさきの歴史

～

タイムトラベルMusical
「東海道かわさき宿物語」

子ども出演者募集！

ボランティアによる歴史解説を聞くことがで
きるポイントもあります。今まで知らなかった
ご当地ネタにワクワク！ 

大師地区の歴史を知ろう！

他にもイベントいっぱい！

区内小学校3年生
（小泉次太夫役）

　お芝居の台本に出てくる江戸時
代の言葉や、東海道、二ヶ領用
水などの歴史を覚えるのが大変で
した。でも、今は便利な時代だと
いうことがわかったし、着物のた
たみ方など日本の文化を学べて楽
しかったです。今度は徳川吉宗を
やりたいです！

前回参加者の声

メインイ
ベント

おいしくまわろう！
サマーフェスタ！

　9月17日㈰、18日㈷に東海道かわ
さき宿交流館で行われる歴史探究
ミュージカルの出演者を募集します。
　江戸時代から明治、大正までの歴
史上の人物になりきって、ミュージカ
ルに出演してみませんか。
練習日程　全10回（リハーサル含む）
7月29日から9月9日の土曜、16時～
18時半
9月3日、10日の日曜、14時～17時

9月16日の土曜、18時～21時
練習会場　ワールドピースシアター（本
町1-3-3）　
対象　4歳～中学生までの20人
持ち物　浴衣、足

た び

袋。（動きやすい服
装でも可）

7月31日までに電話でグローバル
文化協働支援センター☎222-3582、
区 役 所 企 画 課 ☎201-3267 201-
3209［抽選］

１  石観音
2  川崎大師駅　
3  川崎大師平間寺　
4  川中島神明神社　
5  庚申様
6  子育地蔵　
7  汐留稲荷　
8  塩浜神明神社・
 安産塩釜神社　
9  水神社　

10  池
せんごんぼう

言坊
11  千蔵寺　
12  大師稲荷神社　
13  大師銀座商店街　
14  田町稲荷神社　
15 徳

とっこん

本上
しょうにん

人の碑　
16 殿町小学校　

17 如意輪観音
18 馬頭観音　
19 日ノ出厳島神社　
20 藤崎願掛け地蔵　
21 藤崎小学校
22 弁天神社　
23 明長寺　

24 四谷義田稲荷神社　
25 若宮八幡宮・金山神社　
26 善西坊　
27 瀋秀園　
28 大師の渡し・大師河原
 干潟館（大師河原水防
 センター）

ウォークラリー
各ポイント名称 28カ所のうち

どこからでも
参加できます！

名所めぐり　
クイズ・ウォークラリーに
参加しよう！

チラシは区役所・支所等で事前配布

MAPが掲載されたチラシは区役所・支所などで配布

※この他の商店街などでもさまざまなサービスがあります

区 版か わ さ き01 　　川崎区ホームページ  http://www.city.kawasaki.jp/kawasaki/　［区版］は区の情報を中心に掲載しています。

229，528人

115，829世帯

（平成29年6月1日現在）
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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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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。 区役所企画課☎201-3296、 201-3209インターコムかわさきく

※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

健診名 日程・受付時間 対象 費用

ＨＩＶ
即日検査

❶1日㈫
❷15日㈫

8時45分～
9時45分

匿名で受けられます。
感染の可能性がある
ときから3カ月経過
した10人。

無料
❶7月18日㈫❷8
月1日㈫から電話
で。区役所衛生課☎
201-3204［先着順］

1歳児
歯科健診 25日㈮ 8時45分～

10時
1歳前後で歯のことで
気になることがある乳
幼児

無料
随時、電話で。区
役所地域支援担当
☎201-3212

（会場はいずれも区役所5階）8月の健診案内保健福祉
センター

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

＊川崎授産学園
☎201-3231 201-3209

区役所地域振興課

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。 7月15日㈯、10時～12時

藤崎小学校体育館 大人200円、
子ども100円。動きやすい服装で室内
履きを持参。当日直接。主催は川中
島総合型スポーツクラブ。

＊川崎授産学園
☎201-3212 201-3293

区役所地域支援担当

健康づくりサポーター養成講座
　健康づくりに関するボランティア養
成講座。全4回。 ❶8月31日㈭❷9
月6日㈬❸9月22日㈮❹10月3日㈫い
ずれも13時半～16時 区役所5階
区内在住で運動制限のない25人
7月18日から電話で。［先着順］
食生活改善推進員養成講座

　食生活に関するボランティアを養成

東 海 道 か わ さ き 宿 交 流 館

日時　7月19日㈬14時～15時半
出演　（前座）一

いちりゅう

龍斎
さい

貞
て い な

奈 （二つ目）宝
たからい

井琴
きんかん

柑
定員　当日先着80人

〒210-0001本町1-8-4　☎280-7321 280-7314（受付時間９時から１７時）

街道シリーズ「箱根の湯
とう　じ　ば　どう

治場道を往く」
　江戸時代に川崎宿のお土産として売られていた

「麦わら細工」のハガキ・虫かご・馬を作ります。
日時　8月17日㈭10時～16時
対象　子どもから大人まで40人

（小学生以下の参加の場合は保護者同伴）
参加費　300円
申し込み受付　７月１５日から電話で［先着順］
共催　麦人の会

川崎宿で麦わら細工を作ろう

講談de交流

する講座。全4回。 ❶8月31日㈭
❷9月6日㈬❸9月15日㈮❹9月29日
㈮❶❷❹は13時半～16時❸は9時半
～13時 区役所5階 区内在住の20
人。❶❷は健康づくりサポーター養成
講座と合同開催。 7月18日から
電話で。［先着順］

＊川崎授産学園
☎201-3319 201-3293

区役所保育所等・地域連携

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離乳食のこ
つを学びます。 9月13日㈬10時半
～11時15分 地域子育て支援セン
ターふじさき 9カ月～１８カ月の子ど
もと保護者７組 ８月９日から電話
かFAXで。［先着順］

＊川崎授産学園
☎233-6361 244-2347

教育文化会館

「振りまわされないで！食べ物のウ
ソ・ホント」

　健康食品やダイエット、輸入食品
の安全など、食べ物を取り巻くさまざ
まな話題について学習します。 9月

28日から11月2日の木曜（10月26日
を除く）、10時～12時、 全5回 教
育文化会館 20人 7月28日10時
から直接、電話、FAXで。[先着順]

＊川崎授産学園
☎266-3550 266-3554

プラザ大師

宮川病院公開講座「肥満は健康の
大敵」

　運動と健康について、正しい知識
を身に付ける公開講座。医師の測定、
相談コーナーも。 8月26日㈯14時
～16時（開場13時半） プラザ大師
60人 7月20日10時から直接か電話
で。［先着順］

＊川崎授産学園
☎333-9120 333-9770

プラザ田島

ロコベジフルライフを愉しもう
　野菜ソムリエ・新海嘉子氏による地
域で採れる野菜や果物の話。野菜や
果物の選び方の話も。 7月15日㈯
14時～15時 プラザ田島 当日先
着75人。

＊川崎授産学園
☎366-2475 272-6699

市消防防災指導公社

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
実習を行います。 8月20日㈰、9時
～12時 川崎消防署 800円 30
人 8月4日から電話かFAXで（受付
時間9時～16時半）［先着順］

＊川崎授産学園
〒210-0026堤根34-15
☎233-5592 221-5031

かわさき老人福祉・地域交流センター

講座受講者募集
　10月～30年3月に行う各種講座（カ
ラオケ・やさしいヨガ・健康体操・童謡な
ど）の受講生を募集します。 市内在
住60歳以上。費用・日程等の詳細は7
月1日から掲示のポスターを参照
7月18日～8月1日(日曜、祝日を除く)
の9時～16時に、62円の郵便ハガキ
と7月1日から同センターで配布の申
込書を直接。［抽選］ 

　新たにオープンする施設で、楽しく体を動かしてみませんか。
回数・費用　各教室いずれも全10回、7,500円

8月1日から20日（必着）までに直接、施設HPまたは教室名・氏名（ふりが
な）・年齢(10月１日時点）・性別・住所・電話番号を記入し往復ハガキで〒210-
0007駅前本町12-1地下1階スポーツ・文化総合センター開館準備室☎201-
2051 201-2053［抽選］

※その他の教室も多数あります。 詳細は施設HPまたは区役所などで配布す
るチラシをご覧ください

教室名 日程 曜日 時間 定員
太極拳 10月10日～

12月12日 火 9：30～10：30
16歳以上40人リフレッシュヨーガ 20：15～21：15

ZUMBA 10月11日～
12月13日 水 13：55～14：55

キッズチア 15：10～16：10 4歳～6歳までの30人

フラダンス 10月12日～
12月21日 木 10：20～11：20 16歳以上40人

キッズ体操 10月13日～
12月22日 金 15:00～16:00 4歳～6歳までの20人

スポーツ・文化総合センター

スポーツ教室（第1期：10月～12月）参加者募集
　水遊びなどを楽しんだり、看護師による応急手当を学んだりします。
日時　8月30日～9月20日の水曜、10時～10時45分、全4回。
場所　大島保育園　対象　1歳～就学前の子どもと保護者13組

7月25日から電話かＦＡＸで区役所保育所等・地域連携☎
201-3319 201-3293。［先着順］

　土曜日のひとときを家族で楽しく過ごしませんか。就学前の子どもと保
護者、これからママ・パパになる人が対象です。
日時　９月９日㈯９時半～１２時　場所　東小田保育園　内容　手作り遊具
コーナー、育児・栄養相談、ベビーマッサージ（要予約）など
※ベビーマッサージの対象は、６カ月～２歳未満の子どもと保護者１５組です

８月１日から電話かＦＡＸで東小田保育園☎ 355-6620。［先着順］

　食生活改善推進員による料理教室です。一緒に楽しくお昼ごはんを作っ
てみませんか。
日時　8月7日㈪、21日㈪9時半～12時半　場所　区役所5階栄養室　
対象　区内在住の小学生と保護者各回20人　
費用　材料費実費　持ち物　エプロン、三角巾、食器を拭く布巾

7月19日から直接、電話、FAXで区役所地域支援担当☎201-3212
201-3293。［先着順］

保育連続講座「親子で遊ぼう」

パパも一緒に！ ジョイフルサタデー　ひがしおだ

夏休みおやこ料理教室

一龍斎貞奈 宝井琴柑

見 

る
つ
く
る

日時　7月15日㈯14時～15時半
出演　柘

つ げ

植信
のぶゆき

行（品川区立品川歴史館専門委員）
定員　当日先着80人


