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巡って楽しめる！ 　毎年海の日に開催される「か
わさき大師サマーフェスタ」。「名
所めぐりクイズ・ウォークラリー」
の他、川崎大師駅前での県立
大師高等学校吹奏楽部などによ
るオープニングコン
サートなどのイベント
が盛りだくさんです。

区役所地域振興課
☎２０１-３１２７ ２０１-３２０９

　大師地区の名所・旧跡を歩いて巡るスタンプラリーです。各チェックポイント
のスタンプを８つ以上集めると、若宮八幡宮での景品が当たる抽選会に参加
できます。各ポイントでは地域に関係するクイズが出題されるほか、俳句作り
やお楽しみくじ、昔の遊び、クラフト作りなどさまざまなイベントが楽しめます。
スタート受付　各チェックポイント(MAP参照)
　　　　　　  9時～13時半（スタンプ押印は14時半まで）
抽選会　　　　若宮八幡宮境内 9時半～15時
※荒天中止。自転車での参加はご遠慮ください。スタート受付時にスタンプ帳を配
布します（過去のスタンプ帳も使用できます）

　川崎港（巡視船による見学）や工場など、世界有数の技術を有する産業エリアをバスで巡ります。詳細は、区役
所などで配布中のチラシか区HPをご覧ください。※施設・工場内の見学は徒歩、階段での移動あり

石観音
俳句作り

若宮八幡宮境内
エコクラフト作り

日時　❶7月26日㈮12時50分～17時ごろ
　　　❷8月6日㈫ 8時50分～12時半ごろ
対象・定員　区内在住・在学の小学４～６年生
　　　　　 と保護者、各22組（44人）
費用　1人200円（保険料）※飲料等持参

7月17日(必着)までに、区HPか往復ハガキに全員の住所（在学
の方は学校名）、氏名、年齢（小学生は学年も）、電話
番号、参加希望日（❶❷※複数のコースを希望の人は、
優先順位も）を記入し〒210-8570区役所地域振興課☎
201-3136 201-3209 ［抽選］

石渡孝明
実行委員長

京浜工業地帯をのぞいてみよう！ 川崎臨海部の夢発見！ バスツアー

る！巡 食す！

石観音

四谷義田
稲荷神社

庚申様子育地蔵

馬頭観音

大師銀座
商店街

日ノ出厳島神社

如意輪観音

身代り地蔵尊

明長寺

大師の渡し・大師河原干潟館
（大師河原水防センター） 水神社

田町稲荷神社

汐留稲荷

川崎大師
平間寺

千蔵寺

大師稲荷神社

瀋秀園

善西坊

川中島
神明神社

藤崎願掛け
地蔵

藤崎小学校

塩浜神明神社

徳本上人の碑

京浜急行大師線京浜急行大師線
浮 島 通 り

産 業
 道 
路

せんごんぼう

川崎大師駅

池言坊

弁天神社

（2つの銅像）

安産塩釜神社

若宮八幡宮・
金山神社

（海苔資料室）（海苔資料室）
の りの り
殿町小学校殿町小学校
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全29カ所
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　サマーフェスタは今年で２４回目を迎え
ます。各ポイントでは、趣向を凝らした
おもてなしを準備して皆さんをお待ちし
ています。今回は新たに「身代り地蔵尊」
のポイントも加わりました。海の日は、
ぜひ川崎大師に遊びに来てください。

名所めぐりクイズ
ウォークラリー

しむ！楽 体験！

グルメを堪能！

●住吉屋総本店（馬頭観音隣）
　久

く ず

寿餅
もち

（先着500人）

●大師本通り商店会（あめや輪店隣駐車場）
　チューチューアイス
　（無くなり次第終了、9時半～）

●大師駅前商栄会（石渡燃料店横）
　冷やしソーメン（先着300人、11時～）

無料

かわさき大師
   サマーフェスタ

7/15
（祝）海の日

9時〜

▲区HP

25 1 25 1

2019 ▲区HP

※写真は
イメージです
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　坂本九さん追悼コンサート

かわさき企業市民交流Day

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。
区役所地域支援課☎201-3214 201-3293

健診名 日程・受付時間 内容など 費用
ＨＩＶ
即日
検査

❶6日㈫
❷20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16日❷8月6日から
電話で区役所衛生課
☎201-3204［先着順］

1歳児
歯科
健診

23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
8月21日までに電話で
区役所地域支援課
☎201-3212［事前申込制］

（会場はいずれも区役所5階）8月の健診案内地域みまもり
支援センター

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

ふれあい講座〜お箏
こと

の体験〜
　日本の伝統文化「お箏」を弾いてみ
ませんか。 9月4日～25日の水曜、
13時半～15時半、全4回 同会館

15人 2,500円 8月1日10時か
ら電話で。［先着順］

＊川崎授産学園
☎266-3550 266-3554

プラザ大師

夏のとくべつおはなし会
　おはなし会や楽しい工作など。 7
月28日㈰13時半～15時半 同施設

小学1～3年生、当日先着40人。
宮川病院公開講座

　睡眠時の無呼吸症候群に関する講
座。 8月24日㈯14時～16時(開場
13時半) プラザ大師 60人 7月
16日10時から電話か直接。［先着順］

＊川崎授産学園
☎201-3212 201-3293

区役所地域支援課

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。 8月26日㈪、9月9日㈪、

9月26日㈭、10月4日㈮、13時半～
16時、全4回 区役所5階 区内在
住で運動制限のない25人 7月15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
する講座。 ❶8月26日㈪❷9月9日
㈪❸9月19日㈭❹10月1日㈫、❶❷
❹13時半～16時、❸9時半～12時
半、全4回 区役所5階 20人 材
料費実費 7月15日から電話で。［先
着順］
親子料理教室

　食生活改善推進員による親子料理教
室。親子で楽しくお昼ご飯を作ってみ
ませんか。 ❶8月7日㈬、❷8月8日㈭、
9時半～12時半 400円程度 区役
所5階 小学生と保護者、各10組20
人 7月16日から電話で。［先着順］

＊川崎授産学園
☎333-9120 333-9770

プラザ田島

まちの音楽家たちのミニコンサート
　文

ふ み な し

梨衛
まもる

＆徹
とおる

によるサックスとピアノ
の演奏。 8月10日㈯18時～19時
同施設学習室 当日先着65人。
元気！健康カフェ

　スポーツ吹き矢を体験してみません
か。 8月2日㈮10時～12時 同施
設学習室 100円 当日先着50人。

＊川崎授産学園
☎ 各記事に記載

区役所保育所等・地域連携

ジョイフルサタデー
ひがしおだ＆きょうまちいづみ

　ふれあいあそびや、シアタータイム
など。 8月31日㈯、9時半～12時
東小田保育園 就学前の子どもと保護
者、これからパパ・ママになる人 東小
田保育園☎355-6620 355-6620
体験保育「親子でランチ」

　親子で子どもと同じ年齢のクラスに
入り、園児と一緒に遊んだり、給食を
食べたりします。 ❶9月12日、26日、
10月10日、24日、11月14日、28日、
12月12日、19日の木曜❷9月11日、
18日、10月9日、23日、11月13日、
27日、 12月11日、18日の水曜❸9月
10日、24日、10月8日、29日、11月
13日、26日、12月10日、17日の火曜

（11月13日は水曜）、❶❷❸9時～ラ
ンチ終了 ❶大島・大島乳児保育園❷
東小田保育園❸藤崎保育園 10カ月
～就学前の子どもと保護者、各園各
日2組 区役所保育所等・地域連携
☎201-3319 201-3293、8月13日
8時45分から電話かFAXで。［先着順］

＊川崎授産学園
☎200-2737 200-3912

市民文化局戸籍住民サービス課

町名の読み方変更
　 8月1日㈭から川崎区境町の町名
の読み方が「さかいまち」から「さかい
ちょう」に変わります。必要な手続き
はありません。

＊川崎授産学園
☎200-2855 200-3800

市民文化局区政推進課

区役所･支所の機能･体制等の検討
　現在、11月の基本方
針案の策定に向けて、区
役所･支所の機能･体制
や支所庁舎の整備等の
検討を行っています。詳しくは、市
HPをご覧ください。

＊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

＜後期＞講座受講生募集
　カラオケ、デジタルカメラ、ペン習
字など13講座。詳細はかわさき老人
福祉・地域交流センターで配布するチ
ラシをご覧ください。 10月～2年3
月 同センター 市内在住60歳以上

7月22日 ～8月5日、9時 ～16時、
62円の郵便ハガキと申込書を持参で
直接。初めて申し込む人は本人確認
書類を持参。［抽選］

＊川崎授産学園
〒210-0846 小田7-3-1
☎366-2475 272-6699

市消防防災指導公社

普通救命講習Ⅰ
　心肺蘇生法、自動体外式除細動
器（AED）の取り扱いなどの講義と実
習。 8月28日㈬9時～12時 川崎
消防署 30人 800円 8月7日～
23日、電話で。［先着順］※受講者には
修了証を交付。

川崎区の期日前投票所
　選挙(投票日)当日に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。
　期日前投票所で投票ができる期間や時間は、選挙の際に郵送する投票所
入場整理券に同封している案内チラシなどでご確認ください。

区役所選挙管理委員会☎201-3124 201-3209

日時　８月１２日㈷１４時～１５時　場所　川崎ルフ
ロン１階　出演　市立川崎小学校児童、市消防
音楽隊　曲目　「上を向いて歩こう」他

区役所地域振興課☎２０１-３１２７ ２０１-３２０９

　区内の企業などの魅力や技術を楽しく学びませんか。 
詳細は区HPなどをご覧ください。
日時　8月4日㈰１０時半～１5時　場所　川崎ルフロン１階
体験プログラム(事前申込制)
●ドライアイス実験教室　11時半～
●廃ガス管で万華鏡づくり　　❶13時～　❷13時50分～
オープニングコンサートや申し込み不要のプログラムもあり。

7月22日までに電話か区HPで区役所地域振興課☎201-
3136 201-3209 ［抽選］

川崎区役所（7階会議室）
東田町8

大師支所（2階第1・2会議室）
東門前2-1-1

田島支所（3階会議室）
鋼管通2-3-7

発見！

　カワサキ ケイバ パーク（川崎競馬場）は、広々とし
た芝生広場、バーベキュー場、ジャングルジムなど
の子ども遊具やイベントが充実し、誰でも利用でき
ます。日曜日には馬と触れ合えるイベントも。大人、
子ども、ファミリーでも楽しめる“まちのひろば”に足
を運んでみませんか。詳細は施設HP。
※川崎競馬開催日のみ入場料100円（施設ＨＰに無料入場券あり）

区役所企画課☎201-3267 201-3209

カワサキ ケイバ パーク

※ 「まちのひろば」とは、誰もが気軽に集える出会いの場です ▲川崎競馬場HP

知ろう！ 学ぼう！

かわさきハニーフェスタ
　県立川崎高等学校養蜂部と一緒に開催するミツバチと蜂蜜に関するイベ
ントです。当日は、採蜜体験や採れた蜂蜜の試食の他、吹奏楽部や軽音
楽部による公演や茶道部による抹茶の振る舞いなど、文化部の催しもあり
ます。
※１歳未満の子どもは蜂蜜の試食ができません
日時　7月27日㈯10時～14時（荒天中止）
場所　県立川崎高等学校

区役所企画課☎201-3101 201-3209

採蜜体験
！
試食もで

きる！

Vol.1

▲市HP

▲区HP


