
今年も
共同開催!!

区内の地域史や産業史、企業の取り組みなどについて学びます。
日時 定員 内容・講師など

講
座

❶11月22日㈬
18時半～20時半 30人「かわさきマイスターに学ぶアイロンがけ講座」𠮷永惠一氏（𠮷永クリーニング店店主）
❷11月29日㈬
18時半～20時半 30人「ＵＤタクシーとともに人にやさしい川崎の街へ」関裕之氏（川崎タクシーグループ専務取締役）
❸12月4日㈪
18時半～20時半 30人「工都かわさきの誕生」瀧田浩氏（産業・環境創造リエゾンセンター顧問）

ツ
ア
ー
❹12月5日㈫
10時～13時 25人「京急大師線沿線の歴史と魅力をめぐるツアー」京急大師線に乗り、歩いて沿線を巡ります。

かわさき産業ミュージアム講座・ツアー

その他にも、絵本の読み聞かせや遊びコーナー、スタンプラリーなどの催しがたくさんあります。

かわさき区子育てフェスタ
日時　10月28日㈯9時半～14時　場所　教育文化会館（富士見2-1-3）　対象　就学前の子どもと保護者

※�教育文化会館は原則ベビーカーが使用できないため、１階で預かります。抱っこひもなどを持参してください。
　また、駐輪スペースには限りがあるため、なるべく公共交通機関を利用してください。
※10時半～12時半は、中国語・タガログ語・スペイン語の通訳がいます。

Ａ
ア ダ ー ジ ョ

dagioのがっきまつり
時間　❶9時35分～9時50分
　　　❷10時～10時20分
場所　6階大会議室
内容　子どもも大人も楽しめる曲を
歌ったり楽器で演奏したりします。

リトミックを楽しもう
時間　❶10時50分～11時10分
　　　❷11時半～11時50分
場所・定員　6階大会議室、各40組
※�9時半から1階ベビーカー置き場付近
で整理券配布

　区内の園児による作品を展示します。
日時　10月23日㈪～28日㈯9時～
19時（ただし10月23日㈪は13時～
19時、10月28日㈯は9時半～14時）
場所　１階イベントホール

かわさきくほいくえん作品展

日時　10月21日㈯１４時～15時半（開場：13時半）
場所・定員　同館４階集会
室・当日先着80人
出演　松

　しょうきょくさい

旭斎正
ま さ え

恵
入場料　1,500円

日時　10月22日㈰まで
場所　同館３階企画展示室

日時　10月25日㈬10時～16時
場所・定員　同館４階集会室・20人
費用　400円
10月16日から電話かFAXで。［先着順］

東海道かわさき宿交流館
〒210-0001本町1-8-4　☎280-7321 280-7314

江戸時代の粋に遊ぶ
その28「水芸」

第60回 川崎市写真コンクール 
入賞作品展

大人向け
川崎宿で麦わら細工を作ろう

【１6カ所】川崎稲荷社、田中本陣跡、東海道かわさき宿交流館、一行
寺、宗三寺、稲毛神社、佐藤本陣跡、教安寺、芭蕉の句碑、無縁塚、
川崎小学校（坂本九さんの母校）、妙遠寺、港町駅、川崎駅東口広場（坂
本九さんの歌碑）、夫婦橋、德泉寺

【5カ所】鶴見駅東口広場、国道駅、生麦小学校、生麦事件碑、市場村一里塚

　スタンプ4個以上で記念品、全ポイント通
過でオリジナル手ぬぐいをプレゼント。さらに
チャレンジ企画クリアで記念品をプレゼント！！

港町駅、八丁畷駅前（無縁塚）

生麦事件碑（最寄り駅：生麦駅）

川崎駅東口広場（坂本九さんの
歌碑）、港町駅
鶴見駅東口広場

　旧東海道の川崎・鶴見の歴史スポットなど全21カ
所を巡るスタンプラリーを開催します。旧東海道沿
いの店舗では割引サービス、スタンプポイントでは
麦わら細工体験や歴史クイズなどの企画を用意。
　また、スタンプ帳配布場所の川崎駅東口では　
8時45分から健康体操を行います。
区役所地域振興課☎201-3136 201-3209

川崎・鶴見
旧東海道ウオーク

川崎・鶴見の
旧東海道と周辺を歩いて、楽しもう！

★同時開催★

1111（土）
9時～16時
雨天決行・荒天中止

14時まで

16時まで15時半まで

スタンプ帳配布

記念品引換スタンプポイント

川崎

川崎

川崎

鶴見

鶴見 鶴見

あそべる！

みんなともだち！

つながる！
子どもも大人も楽しく交流できるイベントを開催します。

区役所地域ケア推進担当☎201-3210 201-3293

※全４回、１回でも参加可能です。※ツアーのみ保険料自己負担有。※講座
はいずれも区役所７階会議室、ツアーは電車・徒歩での移動があります。

10月20日（必着）までに、往復ハガキに全員の住所（区内在勤・在学の人
は勤務先・学校名も）、氏名、年齢、電話番号、参加希望日（❶～❹複数申
し込み可）を記入し〒210-8570川崎区役所地域振興課☎201-3127 201-
3209。［抽選］。ツアーは1回の応募につき2人まで。応募多数の場合は区内
在住・在勤・在学の人優先。※区HPからも申し込めます。

港町駅では美空ひばりさんの歌碑も楽しめます

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。

229，701人

116，085世帯

（平成29年9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。 インターコムかわさきく 区役所企画課☎201-3296 201-3209

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 内容など 費用

ＨＩＶ
即日検査

❶7日㈫
❷21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
❶10月17日❷11
月7日から電話で
区役所衛生課
☎201-3204［先着順］

1歳児
歯科健診 24日㈮ 8時45分～

10時
区内在住の1歳３カ月
未満で歯のことで気に
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
☎201-3157

（会場はいずれも区役所5階）11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
☎233-6361 244-2347

教育文化会館

伝えよう!  地域の魅力
　取材の基本を学び、実際に取材し
記事を書いてみよう。 11月10日㈮、
16日㈭、24日㈮、29日㈬、12月1
日㈮、15日㈮、10時～12時、 全6
回 教育文化会館他 50歳以上の
20人 10月17日10時から直接、電
話、FAX、区HPで。［先着順］
元気なシニア

　体験などを通じて地域での仲間づく
りをしませんか。 ❶いすヨガでスト
レッチ…11月15日㈬❷肩こり・腰痛・
ひざ痛の原因と解消法…12月6日㈬、
いずれも10時～12時 教育文化会
館 50歳以上❶20人❷30人 10月
24日10時から電話で。［先着順］

＊川崎授産学園
☎333-9120 333-9770

プラザ田島

クラシックと読書の夕べ
　アゼリア合奏団の演奏を聞きながら、
読書をしませんか。 10月29日㈰
18時～19時 プラザ田島 当日先
着75人。お気に入りの本や雑誌持参。
ママのための
子育てが楽になるヒント教えます

　就学前の子どもを持つ親の「仲間づ
くり」「食育」「健康づくり」を取り上げ
ます。 10月31日～12月5日の火曜

（11月21日 除く）10時 ～12時、 全5
回 プラザ田島 就学前の子どもの
保護者20人。保育あり（２歳～就学前
12人、900円） 10月17日10時から

直接か電話で。［先着順］

＊川崎授産学園
☎各担当へ 201-3209

区役所地域振興課

ガーデニング講座
　川崎を花でいっぱいにしませんか。

10月21日㈯10時～12時 日進
町中央公園 40人 1,000円。主催
は川崎西部まちづくりクラブ 10
月18日（必着）までに電話、FAX、メー
ルで☎201-3136 61tisin@city.
kawasaki.jp ［抽選］
かわさき区ビオラコンサート

　 11月1日㈬12時10分～12時50
分 市役所第3庁舎１階ロビー。出
演は西野宏（トラ
ンペット）他。 曲
目：「枯葉」「この素
晴らしき世界」他
☎201-3136。
アメフット体験イベント

　選手によるデモンストレーション、
体験アトラクションを使ったミニコン
テスト。防具試着コーナーも。 11
月3日㈷10時～16時 富士通スタジ
アム川崎。荒天中止。☎201-3231。
カローリング体験教室

　「カローリング」を体験してみません
か。 11月11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。主催は川中島総合型スポー
ツクラブ。☎201-3231。

＊川崎授産学園
☎201-3216 201-3293

区役所地域支援担当

子育て支援ボランティア養成講座
　地域で子育て支援を行うボランティ
アを養成する講座。 11月１日、15日、

29日の水曜、13時半～15時半 区
役所5階栄養室他 20人 10月
16日から直接か電話で。［先着順］

＊川崎授産学園
各記事に記載

区役所保育所等・地域連携

パパもいっしょにジョイフルサタデー　
にっしんちょう

　簡単なおもちゃ作り、おすすめレシ
ピの試食など。 11月11日㈯9時
半～12時 ゆめいく日進町保育園
就学前の子どもと保護者、これからパ
パ、ママになる人 ゆめいく日進町
保育園☎221-7035 221-7036。
体操教室

　健康運動実践指導者・岩崎大貴氏に
よる体操教室。 11月25日㈯❶9時
半 ～10時10分 ❷10時20分 ～11時

東小田保育園 ❶1歳～3歳未満
の子どもと保護者15組❷3歳～就学
前の子どもと保護者15組 10月
16日から電話かFAXで東小田保育園
☎ 355-6620。［先着順］
保健講座

　保育園の看護師から子どもの健康
や安全を守るポイントを学びます。
11月29日㈬10時半～11時半 東小

田保育園 就学前の子どもと保護者
10組 10月24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］
離乳食講座

　素材を生かす、そしゃくを促す、子ど
もが意欲的に食べるこつを学びます。

12月4日㈪10時半～11時15分
東小田保育園 9カ月～18カ月の子ど
もと保護者7組 10月30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］

＊川崎授産学園
☎322-1978 322-1994

田島地区健康福祉ステーション

男塾inたじま
　何か始めてみたいと思っている男性
向けに「男の生きがいづくり」など全４
回の講座。詳細は区役所などで配布
しているチラシをご覧ください。 ❶
11月10日 ㈮10時 ～11時 半 ❷11月
17日㈮13時半～15時半❸11月29
日 ㈬10時 ～11時 半 ❹12月11日 ㈪
13時半～15時半 ❶田島支所❷❸
❹かわさき障害者福祉施設たじま（田
島町20-10） 25人 10月18日から
電話かFAXで。［先着順］

平成２９年度川崎区地域包括ケアシステム普及啓発講演会
みんなでつなごう！ ちいきの輪

「地域ですすめる健康づくり」
　東京都健康長寿医療センター研究所・倉岡正高氏による、ボラ
ンティアをしている人、興味のある人に向けた健康長寿のヒントと
なる講座です。
日時　11月16日㈭13時半～15時半（開場13時15分）
場所・定員　区役所7階会議室・50人

「認知症の方への関わり～介護現場の実践から～」
　よつば会看護師・望月キヨ子氏による、認知症の人への関
わりや、家族としての対応の工夫についての現場での経験を
交えた講演です。
日時　11月30日㈭13時半～15時（開場13時）
場所・定員　区役所7階会議室・70人

「誰もが楽しめる！ 福祉レクリエーション」
　ライフビジョンネットワーク代表理事・高橋紀子氏による、認
知症の人も介護者も一緒に楽しめる福祉レクリエーションを体
験する講座です。
日時　12月8日㈮10時～11時半（開場9時半）
場所・定員　区役所7階会議室・70人

※２日間コースですが、１日のみの参加も可能。どなたでもご参加ください。
10月16日から電話か、住所・氏名・年齢・電話番号・参加希望日を記入し

FAXで。区役所地域支援担当☎201-3216 201-3293［先着順］

　富士見公園内コミュニティガーデン「はぐくみの里」で開催します。
日時　11月11日㈯10時～12時（小雨決行、雨天翌日）
場所　富士見公園内「はぐくみの里」
内容　区の花「ビオラ」の植え付け体験／サツマイモ掘り

（1株100円）／「はぐくみの里」産米のご飯、豚汁の販売／
ハーブティーのサービス／ギンナンつかみ取り　など

第１９回川崎市長選挙および
川崎市議会議員川崎区補欠選挙 期日前投票

区選挙管理委員会☎201-3124 201-3209
　10月２２日㈰の選挙（投票日）当日に仕事やレジャー、入院などで投票所に行
くことができない人は、期日前投票をすることができます。
　川崎区の選挙人名簿に登録されている人は、次の３カ所の期日前投票所で投
票することができますので、ぜひご利用ください。
　10月9日㈷から13日㈮は市長選挙のみ、14日㈯から21日㈯までは市長およ
び市議補欠選挙の投票ができます。詳しくは、選挙の際に郵送する投票所入場
整理券に同封する案内チラシなどでご確認ください。

川崎区役所（７階第４会議室）
8時半～20時

大師支所（２階第１・２会議室）
8時半～20時

田島支所（３階会議室）
8時半～20時

▼　▼　▼　川崎区の期日前投票所　▼　▼　▼

秋の収穫感謝祭
川崎フロンターレ（指定管理者）☎276-9133 276-9144

みんなで元気！ いきいきボランティア

認知症になっても安心して暮らせる川崎区
１
日
目

２
日
目

（建替工事中）


